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 6月県議会におきまして県議団会派の総務会長として、私が考える直近の県政
の諸課題について代表質問いたしました。

 東京一極集中是正に向けた愛知県の頑張り
　1. 東京オリンピック・パラリンピック競技招致について
　2. 地方への新しい人の流れをつくる政府関係機関誘致について
　3. 鉄道ネットワークの名鉄三河線ルートの整備促進について

 「産業首都あいち」のさらなる飛躍に向けた取り組み
　1. 環境先進県としての水素社会の実現について
　2. 西三河地域のモノづくりを支える幹線道路網の整備について

 「安心安全に暮らせるあいち」の実現に向けた取り組み
　1. 民間活力を活用した待機児童解消対策について
　2. 地域包括ケアシステムに関する医療介護の連携強化について
　3. 水門、排水機場と緊急輸送道路の橋梁に関する耐震対策について
　4. 避難経路沿いに建つ倒壊の恐れのある空き家対策について
　5. 交通安全対策として「新たな道路標示あいちモデル」について
　6. 「交通死亡事故・住宅侵入盗・自動車盗」全国ワースト返上に向け

た市町村の地域安全対策支援について
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地域包括ケアシステムの構築に向け、国が検討を始める
医療介護の連携に深くかかわる「新たな仕組み」に対し、
愛知県から具体的な意見を上げていくべき！！

待機児童解消に向け産業集積が進む
工業団地へ「新たに共同利用型」の
企業内保育所の設置に取り組むべき！！
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空き家率

空き家率は右肩上がりで伸びている地域包括ケアシステムの姿病気になったら…

●地域包括支援センター
●ケアマネージャー

通院・入院 通所・入所

医療
介護が必要になったら…

介護

国 市町村

いつまでも元気に
暮らすために…

一定の金銭的補助
運営面のアドバイス

保育者の確保 保育料の
納付

保護者の
保育参加

従業員の
家庭

事業所
保育スペースの確保 子どもと一緒に

出社・退社

生活支援・介護予防

総住宅数

万戸

※地域包括ケアシステムは、おおむ
ね30分以内に必要なサービスが
提供される日常生活圏域（具体的
に中学校区）を単位として想定

提案
❸-2

市町村の実情を踏まえ、倒壊の恐れ
のある空き家対策に必要な支援を
行うべき！！
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総務省、国土交通省調査によると、
全国の空き家は約820万戸、愛知県は42万2000戸 
空き家率12.3%、その内の68.9%が旧耐震基準適用

総務省、国土交通省調査によると、
全国の空き家は約820万戸、愛知県は42万2000戸 
空き家率12.3%、その内の68.9%が旧耐震基準適用

「東京一極集中是正」「産業首都あいちの飛躍」
「安心安全に暮らせるあいち」の実現に向けて



主な質問1

「日本一元気な愛知づくり」に向け、成長戦略をどの様に
考えているのか？

主な議案1

主な議案2

主な議案3

1 県営名古屋空港の航空機見学者受入拠点施設を整備

交通死亡事故抑止に向け、交通安全対策を強化

主な質問3

本県の特徴でもある産業集積が進む工業団地内において、
民間活力を活かした共同利用型の企業内保育所の設置を
支援する必要があるのではないか？

「鉄道ネットワークの整備促進」について 〔名鉄三河線ルートの複線化〕

「民間活力を活かした待機児童解消対策」について

「あいちの成長戦略」について

主な質問2

一般会計補正予算について

愛知県都市公園条例の一部改正について

名誉県民の選定について

主な議案1

リニア効果を波及させる名鉄三河線ルートの
整備について、どの様に考えているか？

注：禁止行為をした者には罰則（1万円以下の過料）が適用される。
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　5月臨時議会及び6月定例議会が開催され、6月定例議会においては自民党・民主党の2会派が
代表質問を行い、民主党愛知県議員団からは総務会長の永井雅彦議員（刈谷市選出・2期）が登壇
し、愛知県政に関する諸課題について大村知事の考えを質しました。

代表質問 主な議案

　わが国の持続的な発展のためには、東京一極集中に歯止めをかけてい
くことが不可欠であり、日本一の産業県である愛知こそが先頭に立って、

その役割を果たしていかなければならない。
　愛知では、リニア中央新幹線・国産初のジェット旅客機MRJ・世界初の燃料電池自動
車FCVといった日本の未来をつくるプロジェクトが既に動き出している。これらに加え、
観光も新たな戦略産業と位置づけ、産業・経済をさらに強くすることで、若者や女性な
どの多くの人に働く場をつくり、県内地域を元気にし、好循環を実現して行きたいと考
えている。

　訪日外国人の集客に向けたPR活動『ハート・オブ・ジャパン（愛知が誇る技術や伝統を生かし、お
客様を呼び込む）』を含む、一般会計補正予算案をはじめ32議案を5月臨時会・6月定例議会にて
審議し、全ての議案を可決承認しました。

　県営名古屋空港周辺は、日本初の国産ジェット旅客機であるMRJが生産される我が
国唯一の地域となる事から、航空機の開発、生産の場という役割に加え、学校教育、社
会教育といった人材育成の場、産業観光の場を目指し、その中核となる航空機をテー
マとした見学者の受入拠点施設を建設するための実施設計を行うとともに、国道41
号からのアクセス道路の整備を行う。

【事業内容】
①見学者受入拠点施設整備費（実施設計等）　　  98,000千円
②空港中央線整備費（４車線化に向けた詳細設計）10,000千円

▲拠点施設の　
完成イメージ

　交通事故死亡者数は、全国ワースト2位（平成27年6月末現在）であるものの、依然として大変
厳しい状況であることから、ドライバーの視認性を高め、交通事故抑止効果の高い道路標示の塗
り直しを行い、交通安全対策を一層推進する。　※私の代表質問に対する警察本部長答弁
　〔夜間、雨天時の視認性が優れている高視認性塗装も含め実施していく〕

【事業内容】　道路標示（停止線・止まれ）の塗り直し（600㎞）180,000千円

今回の補正により、今年度は昨年度の約2倍となる3,347㎞分の一時停止標示の塗り直し
を実施するほか、様々な交通安全啓発事業を行う事により、12年続いている全国ワースト返
上に全力で取り組んでいく。

　小型無人機（ドローン）の落下による事故発生の危険性が高まっていることなどから、
公園利用者の安全を確保するため、他の利用者に危険を及ぼす恐れのある行為を禁
止する。

【禁止行為の追加事項】
○他の利用者に危険を及ぼす恐れのある行為をすること。

　青色発光ダイオードの高輝度化に必要となる窒化ガリウムの「高品質単結晶」を実現し、産
学連携による実用化に向けた研究を行い、20世紀中には実現不可能と言われた青色発光
ダイオードの発明に成功した。
　本県を拠点とした長年の研究活動の成果により、ノーベル物理学賞を受賞し、「愛知」の学
術研究レベルの高さを広く知らしめ、新たな産業と雇用の創出に貢献された事を踏まえ、「名
誉県民」の称号を贈り顕彰する事を決定した。
●赤﨑　勇 氏 [名城大学終身教授]
●天野　浩 氏 [名古屋大学大学院教授]

［想定される禁止行為］
ドローンの飛行、ゴルフクラブの素振り、エアガンの使用等

代表質問する永井雅彦議員

名誉県民に選定された
天野氏（左）と赤﨑氏（右）

名古屋大学HPより

　本県が今後も持続的に発展していくためには女性の活躍促進が不可欠で
あり、仕事と家庭の両立を支援する保育環境の充実が何より重要である。

　本年4月より「子ども・子育て支援新制度」がスタートしたが、新制度では事業所内保育
は国・県及び市町村による補助対象に位置づけられた。

　愛知県としては、事業所内保育を促進するため、県内企業等約5,000社に対して事業
所内保育に関する実態調査を行い、事業主の方々に共同利用型も含めた事業所内保育の

設置をしっかりと働きかけ、今後も民間の力をお借りしながら保育環境の充実に努め、「日本一子育てしやすいあいち」の実現に向け、
社会全体で子育てを応援していく。

　本県では、「リニアを見据えた鉄道ネットワークの充実・強化に関す
る方策案」を本年3月に策定し、この中で名古屋駅からの40分交通

圏を拡大する方策として、「名鉄名古屋駅から名古屋本線・三河線ルートにより名
鉄豊田市駅に至る間の時間短縮が最も現実的であり、名鉄三河線の複線化による
速達化に向けた検討を進める」とした。
　本年度から、将来的な輸送需要動向や、時間短縮のために複線化が必要となる
範囲及び事業の内容・規模など具体化に向けた調査・検討を行っていく。
　合わせて、名古屋鉄道、豊田市などと実現に向けて、県として積極的に協議・調整
を進め、早期の合意形成を目指して取り組んでいきたい。

大村知事
答　弁

大村知事
答　弁

大村知事
答　弁
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愛知県の更なる発展に向け、「東京一極集中是正への取り組み」に関する議論を深める!!平成27年5月臨時議会・6月定例議会
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【仮称】西三河知多アクセス道路の調査に着手するよう大村知事に提案!!

　愛知県の平成25年、製造品出荷額等は約42兆円と37年間連続日本一。その中で西三河地域で約21兆円を生み出し、全
国2位の神奈川県（約17兆）を上回る規模でまさに日本経済を牽引している。

　高速道路のインターチェンジや物流拠点である港湾と多種多様なサプライヤーの生産拠点を結ぶ幹線道路ネットワークの構築
が、行政の立場から企業の生産活動を支援し、企業基盤の強化に向けて極めて重要。
　モノづくりの生産拠点が西三河地域から知多地域へ広がりを
見せる中、新たな架橋を含め、西三河と知多の連携強化の必要
性が増してくると考えられ、将来に備え、今のうちに検討を進
める必要があると考える。

　西三河地域は、新東
名の開通に合わせイ

ンターアクセス道路の整備
や、名豊道路の整備と連携し
国道419号や衣浦岡崎線の
4車線化、名古屋岡崎線バイ
パスの整備を進めるなど、地
域内の幹線道路網の強化に
取り組んでいる。また、近年では生産拠点が西三河を越えて、知多地域にも広がりを見せており、両地域の連携
強化も重要な課題となっている。このため、衣浦大橋周辺での渋滞対策や既設橋の有効活用を図るとともに、新たな橋梁計画も視
野に入れ、まずは、交通実態の把握や概略ルートなどの調査に着手し、将来の交通需要にも備えていく。

6／28 竹中市長３選当選報告会5／9 三河西地協メーデー組織内議員代表挨拶
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■平成25年 愛知県製造品出荷額等の推移
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アクセス道路
のイメージ図

大村知事答弁


