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平成28年5月 臨時愛知県議会報告
初夏の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
臨時愛知県議会は、5 月 19 日（会期 1 日）にて、議会役員の選任、第 20 回アジ
ア競技大会招致推進費などの補正予算案ならびに収入委員の選任などを審議し、全
議案とも可決・承認いたしました。なお、議長には鈴木孝昌議員（自民党：豊橋市）、
副議長には森下利久議員（自民党：知多郡第二）が選出されました。
私は、振興環境委員会委員長（常任委員会）ならびに安全・安心対策特別委員会の
委員の選任を受けました。

県政をめぐる
状況について
三河青い鳥医療療育センター開所
岡崎市内で移転改築を進めてきました「第二
青い鳥学園」は、
「三河青い鳥医療療育センター」
として、4月1日に開所しました。病床数は、
肢体不自由児病棟の50床に、新たに重症心身
障害児者病棟の 90床を加え140床とし、重症
心身障害児者への支援の充実を図ります。また、
6月末には春日井市の心身障害
者コロニーの再編に伴う新たな
重心病棟120床の運用などに
より、平成25年時点で382床
であった県内の重心病棟
は、来年度には698床に
拡充する見込みです。

愛知総合工科高等学校
本県の工業教育の中核となる愛知総合工科高
等学校は、4月6日に開校しました。最新の工業
教育施設や設備を有するとともに、建物の構造や配線、配管が見え
るようにするなど、校舎全体が教材となっており、
「モノづくり愛
知」の将来を担うスペシャリストを育成していきます。また、全国
初の公設民営学校として平成29年4月からの民営化に向けて、専
攻科の管理を行う指定管理法人の公募を5月10日に開始しました。

医療ツーリズム
我が国は、国民皆保険制度や優れた公衆衛生対策、高度な医
療技術により、世界最高水準の平均寿命に達しており、先進的
な医療技術や、より良い品質の医療を求める外国人の方の医療
ツーリズムへの潜在的な需要が見込まれています。本県では、
外国人の方に医療を提供する医療ツーリズムの推進に向けて「あ
いち医療ツーリズム研究会」を立ち上げ、本県の医療ツーリズ
ム推進に向けた提言を、年内に取りまとめていく予定であります。

回アジア競技大会」招致について
「第20
本県と名古屋市は 2026 年開催予定の
「第 20 回アジア競技大会」の開催地に立
候補することとし、5 月 13 日に日本オ
リンピック委員会に立候補意思表明書
を提出しました。国内で立候補表明し
たのは、愛知・名古屋だけであり、開
催能力が確認されれば、正式に国内候
補都市に決定されます。
開催地として本県の知名度を世界的
に向上させるとともに、経済にも大き
な効果が期待できます。リニア開業前
後のビッグプロジェクト
として、大会招致の実現
に向け、必要な準備を着
実に進めていきます。

発見、感動、
伝えたい観光県

あいち

戦略

Ⅰ

・日本オリンピック委員会（JOC）
理事会で立候補意思表明書提
出期限を決定（3月29日）
・JOC への立候補意思表明書提
出期限（5 月 13 日）
2016年 ・JOC 及び関係国内競技団体に
よる現地視察
・国内候補地決定
・OCA への開催構想提出
・OCA 総会（ベトナム・ダナン）
で立候補意思表明（9 月 25 日）
時期未定 ・OCA 総会で開催国決定

Ⅳ

自身も発見し、感動することで、その
魅力を国内外の人々へ伝えたくなる

数値目標

あいちの「楽しい」・「驚き」・「おい
しい」を、県外の方はもとより、県民

戦略

訪日外客誘致に向
けたプロモーション
と受入態勢の強化

MICE・スポーツ大
会を通じた誘客推進

MICE・スポーツ大会の誘致・開催
等を推進するとともに、
受入環境
「あいち観光戦略」を策定しました。
を整備し、本県の交流人口の増
戦略的な情報発信、学校・企業など
大を図ります。
幅広い県民参加、そして本県らしい
ていくことを基本視点としています。

・
「アジア版オリンピック」とも言われ
る総合競技大会
・45 の国と地域が加盟する「アジアオ
リンピック評議会」が主催
日本での 第 3 回（1958 年）東京
開催状況 第 12 回（1994 年）広島
開 催 期 間 16 日間（予定）
参 加 国 OCA加盟
45か国・地域
大会概要
競 技 数 36 競技
参加選手等 約 16,000 人

2026年 ・第 20 回アジア競技大会開催

経済情勢の変化を踏まえ、本年2月に

魅力のある重点事業を定め磨き上げ

アジア競技大会

Ⅱ

観光資源の充実と
ブランド化の推進

観光資源の発掘・磨き上げを行う
本県らしいテーマ観光
増加を続ける訪日外客を確実に とともに、
等を戦略的にPRし、
本県の観光
取り込むために、
PRと受入態勢を
強化し、
満足度の向上を図ります。 のブランド化を図ります。
戦略

本県では最新の国の動向や社会・

主なスケジュール

戦略

Ⅴ

県民や企業、
学校等を巻き込ん
で観光を盛り上げ、観光人材の
裾野を広げるとともに、
キーパー
ソンを育成します。

来県者数
全体（平成26年）
外国人（平成26年）
3,817万人
123万人
5,000万人
400万人

新たな複合商業施設整備について
ボーイング 787ドリームライナー飛行試験機（ZA001
号機）の屋内展示を核とした、飲食、物販店等を展開する
複合商業施設を新たに整備することになりました。ボーイ
ング 787 型機の機体の 35% は中部地域で製造されており、
その飛行試験初号機である ZA001号機は昨年 6 月、最後
のフライトで中部地域に里帰りし、ボーイングより中部国
際空港に寄贈されました。展示エリアでは、歴史的価値の
ある同機体を屋内展示するとともに、教育的コンテンツも
併設することにより、若年層の航空への興味を喚起し、次
世代を担う人材育成に資する等、地域への貢献にも繋がる
ことが期待されます。

中部国際空港の
動向について

観光県を目指します。

外国人（平成26年）
798億円
2,500億円

Ⅲ

観光交流拠点県と
しての機能強化

良好なアクセス環境を生かして
観光交流拠点としての機能を
強化するとともに、
観光客の安
心・安全の確保を図ります。
戦略

Ⅵ

民間活力の活用

民間主導のプロジェクトや大学・
企業などと連携して、
資源の磨
き上げやPRなどを行います。

滞在日数

満足度（「非常に満足」の割合）

全体（平成26年） 外国人（平成26年）
1.29泊
1.44泊
1.7泊
2.0泊

全体（平成26年） 外国人（平成27年）
19.6％
39.6％
30.0％
50.0％

国際会議開催件数

観光消費額
全体（平成26年）
7,270億円
1兆円

戦略的な観光ひと
づくり

戦略

平成26年
179件

200件

観光地としての魅力度（「魅力がある」の割合）
全体（平成27年4-9月）県民（平成27年4-9月）
69.7％
66.3％
80.0％
80.0％
※計画期間：平成28～32年度

新ターミナルビルの整備について
中部国際空港株式会社では、2015 年度において LCC
を始め新規就航・増便が相次ぎ、国際線では過去最高の
便数を記録しました。さらなる航空需要の増加を見据え、
急速に拡大する LCC に対応した新たなターミナルビルを
整備することになりました。新ターミナルビルは 2019
年度までの供用を目指して整備を進め、2016 年度は整
備規模、平面計画等の施設検討に着手する予定です。
これにより、既存施設における混雑緩和や定時運航率
の向上等を図ると共に、今後の大きな成長が見込まれる
LCC のセントレア拠点化が推進されます。

