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誰もが魅力を実感できる 愛知 を目指して！
！

活力と持続力を兼ね備えた
大都市圏の形成へ
豊田スタジアムでの開催決定以降、街づくり等を通じて準備を進めてきまし
た
『ラグビーワールドカップ』
も、台風の影響により一試合は中止となったもの
の、皆様のお陰をもちまして、大成功のうちに閉幕を迎える事が出来ました。
愛知では新たに開催が決定しましたＷＲＣ
（世界ラリー選手権）
や2022年
に開園予定のジブリパーク、2026年のアジア競技大会、
そして2027年度中
に開業予定のリニア中央新幹線など、
ビッグプロジェクトがまだまだ控えてお
りますので、
これらの事業を通じて、活力と持続力を兼ね備えた大都市圏の形
成を目指してまいります。
９月議会一般質問①

『産業イノベーションの推進』
に関する県の考えを問う!!
「平成」
という時代の幕が閉じましたが、
この約30年の間にグローバル化
や第４次産業革命が進展し、世界の産業構造は大きく変化しました。
こうした状況の中で、製造品出荷額等が実に41年連続で全国№1と、
日本
のモノづくりを支える本県が、更に成長し続ける為の「産業イノベーション
の推進」
に関する考えを問うとともに、更なる取り組み強化を要望しました。

Q

次期「産業労働ビジョン」の策定について
次期計画の策定にあたり、
どのような方向性に力点を
おいて産業振興を図っていくべきと考えているのか？

経済産業局長 答弁 2020年内の次期計画の策定を目指し、今年度から策定作業に着手する予定であるが、次期計画で展望する
2030年から2040年にかけては、ロボット・ＡＩなどが人間と同等以上の機能を持って社会実装されるなど、最先端のデジタル技術と現
実の社会経済活動の融合が一層進展するものと見込まれる。
従って、
こうした将来展望を踏まえ、本県が引き続き日本の成長の牽引役を果たすためには、最大の強みであるモノづくり産業の集積
を生かしつつ、
Ｉ
Ｔ関連などの最先端技術への取り組みを強化し、第４次産業革命に対応したイノベーションの創出を図っていきたい。

Q

企業の研究開発支援について
企業等が行う研究開発・実証実験を県は積極的に支援して
きたが、今後の支援策についてどのように考えているのか？

経済産業局長 答弁

本会議場における壇上からの質問風景

2012年度の「新あいち創造研究開発補助金」創設から８年
間で、研究開発・実証実験について延べ616件を採択し、その内の多くで
「商品化の
実現」
等の成果を出している。
また、昨年度からは中小企業からの申請を積極的に採択する
「トライアル型」
も創
設し、
より利用しやすくなるよう、適宜、制度の見直しも行っており、今後も積極的な
制度の活用を促し、付加価値の高いモノづくりの維持・拡大を支援していく。

令和元年９月定例議会
代表質問
主な質問❶

Q

安心・安全で活力ある社会の構築へ!!

９月議会が９月20日〜10月15日までの会期で開催され、自由民主党・新政あいち・公明党の３会
派が代表質問を行い、新政あいち県議団からは幹事長の西久保ながし議員（岡崎市および額田郡選
出・３期）
が登壇し、県政諸課題について県の考えを質しました。

「子どもや高齢運転者の交通安全対策」
について

昨今、子どもが犠牲となる事故や高齢運転者による事故が全国で相次い
大村知事
答 弁 でおり、
これら悲惨な事故の抑止を図ることが喫緊の課題と考えている。

主な質問❷

Q

そのため、
幼稚園や保育所が日常的に利用する経路について、
施設の管理者や警察等が
合同で緊急安全点検を実施し、
本年度から順次、
防護柵の設置などの対策に着手していく。
また、高齢運転者については、
日常の安全運転を支えるセミナーや安全運転サポート車
の普及促進イベントを県内各地で開催するとともに、安全運転支援装置の普及に向けた
補助制度については、国が今後、創設する性能認定制度を踏まえ、市町村と連携を図りな
がら前向きに検討を進めていく。

「保育・介護人材の確保」
について

全産業で人手不足に陥っている現状において、他産業に比べ処遇・待遇・職場
環境が厳しい保育・介護人材の確保に今後どのように取り組んでいくのか？

大村知事
答 弁

本県では保育人材の確保のため、保育士の養成・処遇改善による離職防止・潜在保
育士の再就職支援に取り組むと同時に、介護分野についても、参入促進・資質の向上・
労働環境と処遇の改善を３つの柱に、介護人材の確保に努めている。
また、外国人材を受け入れる介護施設等を支援するため、留学生に対する奨学金制度への助成等
を行うほか、消費税率引き上げに伴う介護報酬の新たな加算制度により、経験・技能のある介護職
員に重点化を図りながら、一層の給与改善を進めていく。
少子高齢化により生産年齢人口が減少する中、増加・多様化する保育・介護ニーズに適切に対応
するためには、質の高い人材を安定的に確保することが重要であり、今後とも市町村等と連携を図り
ながら、保育・介護人材の確保にしっかりと取り組んでいく。

主な質問❸

Q

「あいちトリエンナーレ」
について

今回のような事態が起こった原因はどこにあると考え、今後どのような
仕組み・役割・権限のもと進めていくべきと考えているのか？

準備プロセスの問題として、混乱が生じることを予見しながら展示を強行
大村知事
答 弁 した芸術監督の行為にあり、また、それを許す組織体制上の数多くの欠陥が

あったと検証委員会から中間報告を頂いた。
こうした事を踏まえ、次のトリエンナーレの体制等について検討するとともに、表現の自
由に関する新しいルールを模索し、できれば世界の人々に対して、表現の自由を守るた
めの「あいち宣言（あいちプロトコル）」
を提案したいと考えている。
いずれにしても、残りの会期を多くの方々に最先端の芸術作品を楽しんでいただけるよ
う、安全・安心な運営に全力で取り組んでいく。
（あいちトリエンナーレは１０月１４日に閉幕しました。）

案

主な議案

交通事故死者数ワースト１位返上は本県の至上命題であるが、
子どもや高齢運転者の交通安全対策にどのように取り組んでいくのか？

代表質問する西久保議員

議

答弁する大村知事

代表質問での知事答弁を受けて、私の所属委員会である
「県民環境委員会」
において、次回トリエンナーレ
（3年後）
については、今回の課題をしっかりと検証した上で、開催可否は慎重に判断すべきと提言しました。
（by樹神）

上程された議案のうち、平成30年度決算関連を除く27議案について審議し、全ての議案を可決
承認しました。なお、平成30年度決算については、
「一般会計・特別会計決算特別委員会」
と
「公営企
業会計決算特別委員会」
を設置し、
継続審議となりました。

「スタートアップ企業の支援拠点整備」について

スタートアップとは

今までにない全く新しい
ビジネスモデルを開発し、
短期間で急成長を目指す
企業・集団のこと。

スタートアップ支援拠点検討調査の結果を踏まえ、
スタートアップ企業の創出・育成・展開を図る
ための本県の拠点施設となる、
スタートアップ支援拠点「ステーションＡⅰ
（アイ）」の整備を推進します。
また、
この整備に先行し、2020年1月から名古屋市内に民間施設を活用したスタートアップの早期支援拠点を開設します。

１. スタートアップ支援拠点整備推進費（新規）
債務負担行為 94,600千円
ＰＦ
Ｉ手法を用いた施設整備及び運営（コンセッション方式）
を
行うため、
アドバイザリー契約（2019年10月から2020年5月
まで）
を締結し、
ＰＦ
Ｉ事業者の選定手続きを進めます。

2. スタートアップ支援拠点検討調査費
9,020千円
県内各地域と連携し、様々なテーマ・分野に特化したサテラ
イト支援拠点について、県が市町村、企業、大学等の意向をヒ
アリング調査等で確認した上で、整備候補地や拠点のあり方な
どについて総合的な専門調査を行います。

アイ

スタートアップ支援拠点「ステーションＡⅰ」の概要
１ 場所
・愛知県勤労会館跡地（名古屋市昭和区鶴舞１丁目）
・敷地面積 約7,300㎡
２ 主な機能（想定）
・コワーキングスペース、
イベント・交流スペース
・テック・ラボ
（実験、試作品作製等）
・宿泊施設、
カフェ・レストラン
３ 開設時期
・2021年度中
名古屋大学医学部

3. スタートアップ早期支援拠点事業費（新規）
15,369千円
●2020年1月から名古屋市内に民間施設を活用したスタート
アップの早期支援拠点を開設し、
スタートアップ企業の支援
を行います。
●企業・大学等の関係者で構成するステーションＡｉプロジェク
ト推進協議会を設置し、スタートアップ企業に対する支援プ
ログラムや
「ステーションＡⅰ」の整備・運営方針を検討します。

名古屋工業大学
鶴舞公園

スタートアップ支援拠点
「ステーションＡⅰ」
出典：国土地理院

９月議会一般質問②

Q

次の産業の担い手となる「スタートアップ」の育成や、第４次
産業革命が進展する中での「オープンイノベーション」の
推進について、今後どのように取り組んでいくのか？

本県ではこれまで、自動運転・ロボットなど次世代成長分野の社会実
大村知事
答 弁 装の支援などを通じて、県内産業のイノベーションの促進に取り組み、我

が国経済の牽引役を果たしているところである。
しかし、
ＡＩ、
Ｉ
ｏＴ、
ビッグデータ等の情報技術の飛躍的な進展や、
自動車産業におけるＣＡＳＥ、
ＭａａＳなど、様々な技
術革新が目覚ましいスピードで進展する中、付加価値の源泉が最先端のデジタル技術の活用や新しいビジネスモデ
ルの構築へとシフトしており、
こうした社会・経済の変化に対応し、本県が産業の革新・創造拠点として成長を続けて
いくためには、
イノベーションの重要な担い手であるスタートアップの創出・育成・誘致が急務である。
従って、今議会にスタートアップ支援の中核拠点として
「ステーションＡｉ」の整備を提案しているところであり、今後
は
「ステーションＡｉ」
を核として、国内外から優れたスタートアップや優秀な人材を本県に呼び込むとともに、本県の
モノづくり産業との連携・融合を図るなど、本県が国際的なイノベーションの拠点として発展していくよう今後も全力
で取り組んでいく。

愛知県政トピックス

『愛知県ＳＤＧｓ未来都市計画』が策定されました!!
愛知県は本年７月1日に内閣府から
「ＳＤ
Ｇｓ未 来 都 市 」に選 定されたことを受け、
「愛知県ＳＤＧｓ未来都市計画」
（ 計画期間
2019〜2021年度）を策定しました。
なお、
ＳＤＧｓ
（持続可能な開発目標）と
は、2015年9月の国連サミットで採択さ
れた2016年から2030年までの国際目
標であり、この理念に沿った取り組みを推
進しようとする都市や地域のうち、特に経
済・社会・環境の三側面における新しい価
値創出を通して、持続可能な開発を実現す
るポテンシャルが高い都市・地域が「ＳＤＧ
ｓ未来都市」に選定されています。
（豊田市は2018年６月に選定済み）
今回策定された未来都市計画には、
ＳＤ
Ｇｓの達成期限である2030年の愛知県の
あるべき姿や、
ＳＤＧｓの達成に向けて今後３年間に先導的に進める取り組み（「自治体ＳＤＧｓの推進に資する取り組
み」及び「特に注力する先導的な取り組み」）が記載されるとともに、関連するＳＤＧｓの目標や重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）等が設定されており、
これらの項目の達成に向けて、全県を挙げて取り組んでまいります。

主な活動内容

2019.7〜9

7月

連合愛知豊田地域協議会
政策推進議員懇談会に出席

11日

渡り初め式に出席

9月

全トヨタ労働組合連合会
定期大会に出席

23日

9月

ラグビーワールドカップ2019
豊田スタジアム開幕戦を観戦

7月

一般国道301号
松平トンネル貫通式に出席

26日

8月

愛知国際展示場（Aichi Sky Expo）
開業式典に出席

14日

26日

30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

8月 （都）豊田則定線（高橋）

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。

