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　9月定例議会は、9月17日〜 10月14日まで開
かれ、一般会計で約83億3,703万余円の補正予算
案をはじめ、条例改正、意見書などを審議し、すべ
て可決しました。
　補正予算案では、地域医療介護総合確保基金を活
用した介護施設の整備や介護人材の確保対策、道路・
河川等の建設事業、また、2016年伊勢志摩サミッ
ト開催に伴う県内の警備対策費、大規模展示場の整

備を目指した基本構想の策定費、交通事故抑止効果
の高い信号灯器のLED化の緊急的な実施などが可決
されました。また、条例関係議案では、愛知県名古
屋飛行場等見学者拠点施設展示物整備基金条例が制
定されました。これは、県営名古屋空港見学者受入
拠点施設における航空機に関する展示物の整備の財
源を確保するため、基金を設置し、広く県民の皆様
や企業からの寄附を募るものです。

議会日程＆
議案結果

◆産業経済の活性化
　平成24年度に創設した産業空洞化減税
基金に基づき、航空宇宙、次世代自動車等
の高付加価値のモノづくりの維持・拡大を
図っています。我が国初のジェット旅客機
MRJが10月に初飛行を迎えることを発
表、さらなる振興につながります。次世代
自動車においては燃料電池自動車FCVの普
及のため、県庁西庁舎駐車場に移動式水素
ステーションの運用を開始しました。本県
の水素ステーションは、営業中が8基9箇
所、整備中を含め17基18箇所で全国最多
であり、日本一の産業県である本県が、水
素社会の未来をリードしていきます。

　伊勢志摩サミット開催（2016年5月26日〜27日）のゲートウェイの役割を担
う愛知県として、受入・歓迎を万全な体制で行うとともに、日本一の技術・産業や
文化の魅力に触れていただける取り組みを進めます。また、国内
外要人の身辺の安全確保と国際テロ等の未然防止、愛知県民の「安
心」・「安全」の確保を図るため、警戒警備の準備を進めます。
（1）伊勢志摩サミット対策室の設置
（2）�伊勢志摩サミット対策費（各国首脳等受入・歓迎対策費、海

外メディア・大使館等へのPR）
（3）�伊勢志摩サミット警備対策費（装備資機材等の整備）

交通事故多発交差点において、視認性を
高め、交通事故抑止効果の高い信号灯器
のLED化を緊急的に実施します。
・�信号灯器のLED化718本（歩行者用
信号灯器22箇所160本、車両用信号
灯器95箇所558本）
（9月補正後4,930本
〈昨年比約1.5倍〉）

伊勢志摩サミットにおける受入・歓迎及び警戒警備の準備 交通安全対策の強化
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県政を取り巻く状況 ◆女性の活躍推進
　今年度から、積極的に女性の活躍に取り
組んでいる企業等を認証する制度を創出し
ました。7月には、公募により、認証企業
の愛称「あいち女性輝きカンパニー」とロ
ゴマークを決定し、8月末までに23社を
認証しました。また、仕事と家庭の両立
を応援しながら組織としての成果も挙げて
いく経営者や管理職「イクボス」の普及拡
大に向け、「人が輝くあいち・イクボス宣

言署名式」を行いました。
国においても女性活躍推
進法が成立し、引き続き、
女性が元気に働き続ける
愛知の実現を目指して取
り組んでいきます。

◆ロボット産業の振興
　8月17日、医療や介護、生活支援など、
サービスロボット分野の実用化や普及促進
のため、国立長寿医療研究センターにお
いて、「あいちサービスロボット実用化支
援センター」を開設しました。また、無人
飛行ロボット「ドローン」の実用化に向け、
愛・地球博公園に加え、名古屋港南5区及
び矢作川浄化センター隣接地に、安全かつ
広範囲な
実証実験
の場を確
保し、開
発を支援
していき
ます。
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愛知県における国家戦略特区の推進

平成28年度から4年間
の財政中期試算を作成し

ましたが、扶助費の増加や公債費
の高止まりにより、毎年1,000
億円を超える収支乖離が発生する
見込みです。産業経済の活性化を
進めることで、地域の雇用を維
持・拡大し税収確保に繋げるとと
もに、行財政改革を着実に取り組
みます。また、地方法人税の一部
国税化の廃止や地方交付税総額の
増額など国に主張していきます。

10月後半にはMRJが初飛
行を迎え、気運が高まる中、

今後もボー
イング787
の大幅な増
産、MRJの
量産開始等

を控えており、関連事業者において
は、生産用地の確保や設備増強の必
要性が一層高まっています。引き続
き、税制・金融・財政上の支援措置
の継続・拡充を国に求めていきます。
また、技能人材の不足が危惧されて
いることから、来年度から県内企業
の技能者育成を2年間で約250名
規模の支援を行います。

中部国際空港の航空旅客数は、平成25年度には890万人まで落ち
込んだものの、今年度は1,000万人を超えると想定しています。現在、

那覇空港や福岡空港において、二本目滑走路の取り組みが進められています
が、昨年度の離着陸回数が那覇空港で約15.5万回、福岡空港で約17.1万回、
中部国際空港は約9.2万回と開きがあり、需要の拡大が不可欠となっています。

健全で持続可能な財政運営

世界三大航空拠点整備づくり 中部国際空港の二本目滑走路

知事

知事 知事

Q
県における雇用障害者数は、この5年間で5,000人以上増加し、
昨年6月には、26,243人となっているものの、雇用拡大の取り組

みを一層進める必要があり、企業と障害者のマッチングをつくるため、障害
者就職面接会を県内3地域で年5回開催し、就職の促進を
図っています。また、平成30年度に雇用が義務付けられ
る精神障害者について、雇用事例を情報発信し、マッチン
グを図る取り組みを開始します。県独自の就労支援者を育
成し、企業等の依頼に応じて職場に派遣していきます。

障害者の雇用促進・就労の場の拡大

知事

愛媛県警察では自転車の交通安全対策
に取り組んでおり、施策の概要や機動
隊の技術を活用した社会奉仕活動につ
いて伺ってまいりました。
平成25年3月に「愛媛県自転車の安
全な利用の促進に関する条例」が全国
で三番目に制定され、警察本部に「バ
イシクルユニット」を編成しました。
街頭や各種イベントにおいて自転車利
用者に対する指導や啓発活動を行った
結果、自転車の安全利用が推進され自
転車事故は約2割減少したとお聞きし
ました。
愛知県においても、自転車関連の事故
が全交通事故の約2
割を占めており、引
き続き安全対策に
取り組んでいかな
ければなりません。

自転車の安全対策（愛媛県警察）

日本最大級の国際サイクリング大会である
「サイクリングしまなみ」。大会の交通規制な
ど警察関係者は299人、車両等128台の
体制、主催者関係者は1,593人で行われま
した。具体的には、今治ICから因島北IC約
46km全面通行止めによる交通規制、広報対
策、参加者の管理、安全施設の整備（県警横
断歩道）など事前対応から大会当日に至るま
で、きめ細かな対応によって無事に終えられ
たと感じました。
平成30年に今回と同規模大会（約8,000
人）、平成28年にはプレ大会（約3,000人
規模）が計画されており、楽しみにされてい
る方も多いのではないでしょうか。
今回の経験を活か
され、素晴らしい
大会となりますこ
とを期待しており
ます。

「サイクリングしまなみ」警備体制

大規模災害発生時における警察活動および津
波避難施設としての機能を備えた警察施設の
整備状況について、高知県警察に概要を伺う
とともに現地調査をしてまいりました。
災害対処能力に優れた人材育成、警察の機動
力確保、地域防災力の強化を取り組みのポイ
ントとして各施策を推進しており、人や装備
資機材に対する施策、施設に対する施策を計
画的に進めていくことが必要だと痛感いたし
ました。
また、高知東警察署では、この管内にある津
波避難施設としての機能を備えた三里交番や
装備資機材のひとつであるFRP製三分割ボー
トの組立を視察し、命
を守るためにみんなで
備える大切さをあらた
めて強く感じました。
今後の議会活動へ活か
してまいります。

大規模災害における警察活動（高知県警察）

本県は国家戦略特
区に指定され、日
本初となる有料道
路コンセッション
をはじめ、農業分
野や医療分野にお
ける規制改革の取
り組みがスタート
しました。

有料道路管理の民間開放（有料道
路コンセッション）日本初！！
県道路公社が管理する有料道路8
路線について、特区制度を活用
し、民間事業者による運営を可
能とする有料道路コンセッショ
ンを推進。

農業の所得向上と成長産業化
生産から加工までを担う6次産
業化を後押しするため、常滑市
内において農地でのレストラン
経営を認めるほか、農地売買の

許可業務を農業委員会から常滑
市長に移し、農地を集約。

高度な先進医療の提供
アメリカなどの先進国において
承認を受けている医薬品等で
あって、日本において未承認の
医薬品等又は適応外の医薬品等
を用いる技術すべてを対象とし
て、保険外併用医療に関する特
例を活用し、迅速に先進医療を
提供。

☆�自動車・航空宇宙等の国内最大のモノづくりの集
積地として、教育・雇用分野における規制改革を
通じた産業人材の育成や次世代技術の実証を通じ、
成長産業・先端技術の中枢拠点を形成。
☆�農業分野においても、農地の流動化や耕作放棄地
の解消を図ることにより、第一次産業も含めた総
合的な規制・制度改革を実現。

目指すもの
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・�公共施設等運営権
に係る契約
・�適切な業務分担と
道路運営に関する
各種協力

利用者・地域
道路運営サービ
スの提供・享受

道路施設の提供

民間事業者 道路管理者（公社）

・�ICやPAの新設による利便性の向上
・沿線開発等による地域経済の活性化

愛知有料道路コンセッションが目指す三方一両得の姿

・�民間事業者の創意工夫が
発揮された、より低廉で
良質なサービスを享受

・�新たな事業機会の創出
・�経験を活かした将来的
な道路インフラ運営事
業の展開

・�確実な償還の実施
・�効率的な管理運営
（技術面・費用面）

コンセッション対象となる有料道路8路線

知多半島道路
（20.9km）

衣浦豊田道路
（4.3km）

衣浦トンネル
（1.7km）南知多道路

（19.6km）

知多横断道路
（8.5km）

中部国際空港連絡道路
（2.1km）

猿投グリーンロード
（13.1km）

名古屋瀬戸道路
（2.3km）


