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常任委員会：警察委員会
特別委員会：産業振興・雇用対策委員会
全トヨタ労連顧問

愛知県議会議員　永井雅彦　自動車産業をはじめとする製造業を取り巻く
経営環境が、円高や電力供給問題などで厳しさ

を増す中、企業の海外移転加速による国内産業の空洞化懸念が高まっており、
まさに、日本のモノづくりの生き残りをかけた正念場を迎えています。
　そこで、モノづくりを支える中小企業の競争力強化を図るとともに、技術者、
技能者の育成と若者の就職支援が求められていると捉え、私の考えを述べ、
県の考えを質しました。

9月本会議において

９月本議会一般質問 国内産業の空洞化対策、中小企業支援強化について問う
Q1

要望

Q2

Q4

答弁

Q3

答弁

答弁

答弁

•愛知県の強みであるモノづくりを日本に残すために魅力ある環境整備とし
て、市町村と連携した積極的な誘致と、特定の工業用地に「総合的なインセ
ンティブ」を本県独自で行うべきと考えるが県の考えを伺う。
地域経済や雇用を支えるための企業誘致活動は喫緊の課題。市町村と連携
の下、企業ニーズに対応する用地開発や誘致活動の更なる充実を図っていく。
•企業誘致のインセンティブとして、高度先端産業の工場や研究所の立地に最
大10億円を補助する制度や、特定の地域を対象に不動産取得税の軽減措
置などの制度を設けている。
•今後も、国の産業空洞化対策等の動向を踏まえ、現行の優遇施策の見直
しや、充実の方向性についてスピード感もって検討していく。
•補助金等の立地優遇施策は、遅きに失することがないよう具体的な目標時
期を定めて検討し、実行するよう強く要望する。

•「知の拠点」を通じた研究開発成果を企業が確実に製品化できるよう技術移転の進め方について伺う。
現在、プロジェクトに大学・公的研究機関の研究者161名と、企業55社から200名の技術者が参加して
いる。
今後、選定したテーマについて実験・研究を重ね技術課題を解決し製品化につなげていく。
また、コーディネータ等が研究結果を企業の技術水準に合わせ解説し、品質や耐久性向上に必要なノ
ウハウを持つ研究者や企業を紹介するなど、きめ細かい実践的な支援を行っていく。

•モノづくりを支える技術者、技能者を育てることこそ、本県の果たすべき役割。
　県立工業高校の実習教育設備の整備計画について伺う。
「モノづくり愛知」を支える人材の育成として、全ての工業高校では地元企業の熟練技能者から直接指導
を受ける機会を設けている。　また、工業高校の旋盤、製図台など基礎・基本を身に付ける設備は、計画
的な更新を図るとともに、それぞれの学校の実情に応じ効果的な整備に努めていく。

•若者の就職支援として、中小企業の魅力をPRすることが本県の役割。
　その見解を伺う。
学生を対象に「愛知ブランド企業に学ぶモノづくり講座」を10月～12月
の間、毎週（11回）開催を進めていく。
•また、中小企業100社の魅力をPRする小冊子を6,000部作成し、大学
等を通じて就職希望する学生に届けている。
•地域の優良な中小企業の「魅力」や「働きがい」を、学生等の若者に
しっかり伝えていくよう工夫を重ねていく。

9月28日　一般質問登壇

質問後に再び要望に立つ



９億円 急傾斜地崩壊対策事業費　　他その他
１０２億円小　　計

１５億円 新規積立金地域医療再生
基金事業費

２３億円 交通安全施設等整備事業費道路・街路事業費

歳
入

歳
出

２億円円高緊急対策
事業費

あいち中小企業円高対応支援基金補助金
シンクロトロン光利用施設整備費補助金

１０億円 中小河川改良費河川・海岸事業費

５９億円 国庫支出金（２３億円）・県債（３０億円）など特定財源
４３億円 地方交付税（４２億円）など一般財源
１０２億円小　　計

４３億円 被災者生活再建支援基金出資金
放射能測定設備整備費

国の第２次補正予算
関連事業費

提言内容
主な内容

1 安心して安全に暮らせる愛知づくり 東海・東南海・南海地震対応など（１１項目）

2 産業振興と人材育成及び雇用創出の推進 『知の拠点』を中心とした技術開発支援など（６項目）

3 環境先進県としての持続可能な社会の構築 次世代自動車の普及促進など（６項目）

4 愛知の医療・福祉・介護を守る 医師不足解消・がん対策など（５項目）

5 行き届いた教育と子育て支援 待機児童解消・児童虐待防止など（４項目）

6 国際競争力強化と地域活性化 交通インフラの整備とネットワーク化など（５項目）

7 愛知の特色を生かした農林水産業の推進 農林水産業の６次産業化など（４項目）

8 行財政改革と地方の自主・自立の推進 知事公約の検証と行財政改革の推進など（８項目）
計４９項目

提言項目
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　９月議会は９月20日～10月13日の会期で議案審議が行われました。お隣の名古屋市議会では、河村市長が公約の
『10％減税』に関する条例案を提出し、９月議会での審議がおこなわれましたが、愛知県議会においては、大村知事
の公約である『中京都構想』『県民税10％減税』等に関する条例案は提出されず、国の第２次補正予算関連事業をは
じめとする補正予算を中心に審議を行いました。

　震災後に大きく落ち込んだ生産活動は、回復に向けた動きを見せているものの、景気の先行きについては、電力供給の制約
や原子力災害の影響により、下振れするリスクが存在している。
　こうした中、震災前から続く円高は、欧米の財政不安や世界経済の減速の影響により、企業の想定レートを大きく上回る水準
となっており、国際競争力の低下や産業の空洞化による国内雇用の喪失
を招くものと危惧されている。
　政府及び日本銀行においては、過度の円高への動きを牽制するため、
為替介入や追加的な金融緩和を実施するなどの対策を講じたところで
あるが、依然として戦後最高の円高水準にあることから、更なる対策を
速やかに講じることが求められている。
　よって、国におかれては、国際競争力の低下や国内雇用の喪失を阻止
し、我が国経済を力強く回復させるよう、万全の対策を早期に講じられる
よう強く要望する。（意見書より抜粋）

固定型測定装置
（モニタリングポスト）

●一宮市内（１台）
●設楽町内（１台）

携帯型測定装置（サーベイメータ）
●名古屋市内（３台）

以上の５台の測定装置を追加し、既存の
装置と合わせ、計21台の測定装置にて、
愛知県下の放射能の監視を行ってまいり
ます。

民主党
愛知県議員団

提言内容　調査・検討風景

　東日本大震災から半年が経過をし、国をあげての支援が望まれると同時に、東海・東南海・南海の３連動地震の発生が想定
されているこの地域としての防災計画を見直し、減災対策に早急に取り掛かることが求められています。
　加えて、今回の超円高に対する企業・経済対策と、喫緊の新たな事業に係るコストは、厳しい本県の財政状況に更なる負担
となることを覚悟しなければならず、限られた予算の中で、県民の皆さんの不安を少しでも払拭すべき事業に優先的に配分
すべきと考え、民主党愛知県議員団として提言書を提出いたしました。

愛知県議会として『超円高の是正に向けた意見書』を国に提出!!

９月補正予算内容　総額１０２億円（補正後一般会計予算：２兆２,７７９億円）

来年度当初予算編成に対する提言書を提出!!
（がんばろう　新しい愛知の創造にむけて）



　９月議会において、自由民主党・民主党・減税日本一愛知の３会派が代表質問を行い、民主党愛知県議員団からは、
幹事長の仲敬助氏（安城市選出・３期）が大村知事の県政運営に対する思いと、行財政改革や震災対策等に対する取
り組みについて、知事の姿勢を質しました。

９月議会
代表質問

代表質問する仲敬助氏

答弁する大村知事

 現在整備を進める「知の拠点」や産業
技術研究所等を中心として、産学行政が連携する共同
研究開発を行い、それを通じた新産業の創出を図って
いくとともに、国の総合特区制度を活用することと併せ、
戦略的な企業誘致に取り組み、将来の本県経済をリー
ドする次世代成長産業の集積を促進していく。

日本の社会・経済状況が大きく変わってしまった今、県民の関心は震災復興支援策や
景気対策などの、実直・堅実な行政運営の推進にあるのではないか？
従って、現実を直視し、課題山積する県政運営において、限られた県庁資源の集中化を
図っていく必要があると思うが、『中京都構想』や平成の楽市楽座としての『県民税
10％減税』など、マニフェストで掲げた新施策にあくまでもこだわり続けるのか、知事
の考えをお聴きする。

防災計画をきちんと見直すためには、国の調査結果を待つ必要があることも理解でき
るが、できるところからでも、今考えられる最善の対策を打ち出していく必要があるの
ではないかと考えるが、今後の地震防災対策の進め方について、知事の見解を伺う。

基幹産業である自動車産業の更なる発展や、この地域に集積する航空宇宙産業の育成・振興のために、県として更に
その上に何をするのかが見えて来ないが、今後さらに加速していくであろう県内産業の空洞化について、どう対処す
べきと考えるか。
また、次の時代の本県のモノづくりを支える次世代産業の育成・振興について、県としての役割についてもお聴きする。

知事答弁 知事就任以降、東日本大震災をはじめ、浜岡原発の停止に伴う電力不足や歴史的な円高など、こ
れまでにない様々な課題に直面しており、何よりもスピードを重視し、時に思い切った施策を打ちつつ、適宜適切
な取組を実施してきたところである。
そうした中、改めて強く感じているのは、わが国の産業を支えているこの愛知・名古屋が元気にならなければ、わが
国が復興を成し遂げ、今後の成長発展につなげていくことは困難であり、そのようなことからも、『中京都の創設』
と『楽市楽座』を二大政策として掲げたマニフェスト推進は、その重要性を増すことはあっても、変わるものではな
いと確信している。

知事答弁

知事答弁

 新たな被害想定がまとまるまでの間は、可能な限り現行のアクション
プランの加速・前倒しを行っていくこととしており、民間木造住宅の耐震改修補
助も増やしたところである。
今後とも、議員お示しの「災害は待ってくれない」という緊張感を持ちながら、対応
すべき施策については、速やかに実施していく。

県政運営に対する思いと取組姿勢を問う県政運営に対する思いと取組姿勢を問う

Q1 い県政運営についてにつ政運営県県県政県政運政運政運運営運営ににつ ていていについいいいてて県政運営について

Q2 い今後の地震防災対策について後の後の いていにつの地の地今今今後今 地震防災対策今今今後今後のの後の地地の地地震地震防震防災震防災災対防災対災対災対対策対策に策につについいいいてて今後の地震防災対策について

Q3 いて次世代産業の育成・振興について成 振 につのの世代世代 のの次世代産業 育成次世次世世次世代代世代代産代産産業の産業のの業の育の育成の育成育成・成・振振・振振興振興に興につについいいいてて次世代産業の育成・振興について
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ご意見、ご要望をお寄せください。また、お気軽にお立ち寄りください。

『永井雅彦』ホームページを開設します。 永井雅彦 検索

７/22 警察委員会調査（田原警察署）
７/23 デンソー議員　６月定例議会報告会
７/26 労働者福祉協議会議員懇談会
７/27 衣浦豊田道路建設促進要望
７/30 愛知県防災、津波対策勉強会
  （ユタカ議員協議会）

８/２ 産業振興・雇用対策特別委員会
８/９ 刈谷市土木事業の県建設部へ要望
８/９～12 愛知県重点政策研究会
８/12 自治労愛知県本部との懇談会
８/13 刈谷市地域物故者追悼式
８/18 小島プレス労組50周年式典

８/22 名古屋港防災施設現地確認
８/28 野田地区行事　雨乞笠踊り
８/29 刈谷工業実習設備老朽化調査
９/２ 三河西地域協議会議員懇談会
９/5 産業振興・雇用対策特別委員会調査
９/11 第59回全国大学・実業団相撲刈谷大会

主な活動報告

　交通渋滞の緩和、安全性の向上を整備効果に掲げ、交通渋滞の激
しい松栄町三丁目交差点～小垣江町上沢渡東交差点までの
2.6km※1を平成21年度～平成24年度を目標に4車線化を進める
国道整備事業である。

※1 平成22年調査による自動車交通量　約22,000台／日〔愛知県調査〕

　刈谷市の竹中市長をはじめ安城市、高
浜市、碧南市、豊田市などの代表者およ
び、地元県議会議員が出席し、計画通りの
道路建設推進と事業計画に関する予算措
置を愛知県建設部に要望した。
〔道路整備（関連道路含め）促進、財源確保〕

　刈谷市松栄町～朝日小学校付近の歩道
橋建設予定現場及び、半城土大組交差点
までの４車線化建設現場を現地にて確認
し、その後、愛知県知立建設事務所へ出向
き、道路建設事業の進捗状況を確認した。

　

県道半城土広小路線までの４車線化
を平成24年夏までに完了目指す。

『衣浦豊田道路』国道419号４車線化（刈谷）道路建設進捗

県、各市町の議会報告を共有

平成23年７月27日出席（県庁）

平成23年８月時点現場確認

愛知県の産業空洞化対策について質問勤労者福祉の充実に向けご挨拶

名古屋港の耐震強化岸壁確認 メガソーラー大牟田発電所現地確認 表彰式にて選手の皆さんをお祝い

7/23 7/26

8/22 9/5 9/11

8/2


