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定例愛知県議会報告

9 月定例議会は、9 月 21 日〜 10 月 14 日まで開
かれ、一般会計で 52 億 6,306 万円の補正予算案、
条例関係議案など計 35 議案、意見書などを審議し、
すべて可決成立しました。補正予算の主な内容では、
愛知・名古屋が「第 20 回アジア競技大会」の開催都
市に決定し、PR や関係者との調整に伴う費用の他、
災害時の支援物資受援供給体制や避難所運営マニュ
アルの見直し、在宅医療の供給体制の強化や医療従

第 20 回アジア競技大会

県政

2026 年アジア競技大会が「愛知・名古屋」で開催されることが 9
月 25 日に決定しました。構想では、会期は 2026 年 9 月 18 日か
ら 10 月 3 日の 16 日間、51 会場で 36 競技が行われる予定です。
大会主催者負担経費 850 億円
・運営経費 400 億円、競技会場仮設整備費 110 億円
選手村仮設整備費 300 億円

を取 り巻 く状 況

＊入場料やスポンサー収入などの確保に努め、行政負担の上限は 600 億円

経費負担割合
		
選手村の整備
		
パロマ瑞穂
		
スタジアム

議会日程＆
議案結果

事者、介護従事者の確保のための推進費用、「愛知子
ども調査」及び「ひとり親家庭等実態調査」、愛知県
芸術センターの改修費用などが盛り込まれました。
条例関係議案では、「手話言語の普及及び障害の特性
に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関
する条例」の制定などです。なお、閉会日の 10 月
14 日には、平成 29 年度施策及び当初予算に対する
提言を知事に提出しました。

技能五輪国際大会の招致
国の「日本再興戦略 2016」にお
いて、技能五輪国際大会の日本への
誘致に向けた具体的な方策を検討し、
来年度年央までに結論を得るという
ことが表明されました。「モノづく
り王国あいち」として培ってきた技
能尊重の機運を揺るぎないものとし、
日本一の産業県・モノづくり県であ
る愛知を世界にアピ―ルするために
2023 年大会の招致に取り組みます。

行政負担 600 億円（県 2：名古屋市 1）
名
 古屋競馬場跡地（候補地の一つ）に選手村を整備
する際の県と名古屋市の負担割合は1：1
通
 常の運営のために必要な整備は名古屋市が行う。 ＊日本での国際大会
（1970 年東京、
1985 年大阪、
2007年静岡）
ア
 ジア大会に要する追加経費は、県と名古屋市が
＊ 2019 年度、2020 年度技能五輪全国大会
協議し、負担割合を決定。
（本県開催内定）

「愛知子ども調査」及び「ひとり親家庭等実態調査」

交通安全対策の強化

経済的に困窮している家庭における生活実態や様々な課題を把握し、
実効性のある子どもの貧困対策を行うために調査を実施します。
愛知こども調査
対象：県内在住の子どもとその保護者 35,000 人
内訳：小学生 1 年生の保護者 7,000 人
小学 5 年生の子どもとその保護者 各 7,000 人
中学 2 年生の子どもとその保護者 各 7,000 人
〈平成 28 年 12 月調査、平成 29 年 3 月結果公表〉
ひとり親家庭等実態調査
対象：県内在住のひとり親と寡婦 6,500 人

交通事故多発交差点における信号灯器の LED 化等の交通
安全施設を緊急整備するとともに、可搬式速度違反自動取締
装置による事故多発路線での速度違反取締を実施します。
○信号灯器の LED 化 594 箇所
（歩行者 311 本、車両用 283 本）
○道路標識の更新 345 本、道路標示の更新 38km
○可搬式速度違反自動取締装置 2 式
（生活道路や幹線道路での速度取締を実施）

代表質問要旨

Q

9 月議会は、自由民主党、民進党、公明党の 3 会派が代表質問を行いました。

アジア競技大会の成功に向けて

アジア地域で人気のある国内のスポー
ツ選手の広報大使としての起用、地域
の魅力と合わせた大会情報の発信など、積極的
かつ効果的な取り組みを行っていきます。更に、
大会の数年前には、各国チームが
実施する事前合宿の誘致を全国に
呼び掛け、全国的な機運醸成に繋
がる取り組みを検討していきます。

知事

トピックス

Q

女性の活躍促進について

女性の発想・感性を生かした商品開発
や新たな付加価値の創出が不可欠であ
るため、次代を担う理工系女性の拡大に取り組
む必要があります。そのため、本県では、モノ
づくり企業や大学に協力いただき、「理系女子進
路シンポジウム」を開催し、多くの女性生徒・
学生に参加していただきました。今後も、女性
技術者・研究者の育成に取り組んでいきます。

知事

Q

防災における自助・共助の必要性

熊本地震を教訓に、家具固定推進員を地
域の集まりに積極的に派遣し、家具の固
定方法や住宅の耐震補強制度、食料等の備蓄の
必要性などの啓発活動を進めていきます。共助
については、中核となる消防団員の確保や自主
防災組織のリーダーの養成など資質向上に取り
組み、地域一体となって防災訓練に取り組んで
いただけるよう呼び掛けていきます。

知事

「手話言語の普及及び障害の特性に応じた
コミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」
が制定！
！

障害のある方が日常生活や社会生活にお
いて意思疎通を図るためには、障害の特性
に応じたコミュニケーション手段の利用し
やすい環境づくりを進めていく必要があり
ます。今年 4 月の愛知県障害者差別解消条
例の全面施行に伴い、聴覚障害者などの社
会生活に必要な手話のほか、点字、要約筆
記など様々なコミュニケーション手段の普
及や利用促進を図るもので、全国の都道府
県条例では初となり、県内の自治体条例の
先駆けとなります。

対象とするコミュニケーション手段

主な取り組み

手話、要約筆記、点字、触覚を使った意思疎通、筆談、代筆、音訳、代読、
重度障害者用意思伝達等

各主体の責務と役割
県 の 責 務：総合的な施策の策定・実施、市町村と連携した施策の推進
県 民 の 役 割：基本理念に対する理解を深めるとともに、県の施策に協
力するよう努めること
事業者の役割：コミュニケーション手段の利用促進のため、利用しやす
いサービスの提供及び働きやすい環境整備に努めること

王子製紙（株）苫小牧工場

学校等の設置者の取り
組み（教職員の知識・
技 能 向 上 ）、 県 に よ る
啓発及び学習機会の確
保、人材の養成など

札幌市役所

振興環境委員会

県外調査報告

1910 年（明治 43 年）に操業を開始した苫小牧工場は、新聞用
紙の単一生産工場として、世界最大規模を誇るとともに、2007
年 11 月には、経済産業省が指定した「近代化産業遺産群」に、工
場の設備がいくつも認定されています。また、社有林の植樹活動
やバイオマスエネルギーの活用など、様々な環境への取り組みが
行われております。
現在、1日に1,300 万世帯分もの大量の新聞用紙が作られ、専
用の輸送船で首都圏へ運ばれます。帰り便には、集められた新聞古
紙が積み込まれ、大切な原材料としてリユース活
用されております。
施設では、近代化産業遺産群の設備のひとつで
ある送水路が現役で利用されており、歴史の素晴
らしさに感動いたしました。

札幌市では、観光まちづくりプランを策定し、観光イベントの
魅力アップ、集客交流拠点の魅力アップ、MICE 誘致の推進、外国
人観光客誘致の推進を重点施策に掲げ、取り組みが行われています。
特に、観光客誘致の推進については、旅行博への出展やセミ
ナー・商談会の開催、旅行関係者やメディア関係者の招請事業な
ど、東南アジア諸国に向けた情報発信を積極的に行うとともに、
外国人の受け入れ環境整備、情報の多言
語対応、Wi-FI の整備や事業者へのムス
リム対策支援を行われるなど、外国人観
光客の誘致に関する様々な取り組みをお
伺いし、とても参考になりました。
今後の諸活動を通じて、本県の施策に
しっかりと活かしてまいります。

（株）札幌ドーム

北海道空港（株）

本年 6 月、札幌ドームは開業 15 周年を迎えられ、2015 年度
の総来場者数は 300 万人を達成されました。札幌ドームの大きな
特徴は、目的に応じたモードへのアリーナの転換であります。天
然芝のホヴァリングサッカーステージが移動し、野球とサッカー
の場面転換を行う世界初のシステムが多目的利用を可能としてい
るとお聞きしました。
今後、札幌ドームでは、2017 年 2 月に冬季アジア札幌大会開
会式、2019 年にラグビーワールドカッ
プが開催され、2020 年には東京オリ
ンピックのサッカー会場となる予定と伺
いました。
県民市民の皆さまに愛され、誇りを持
てる施設づくりの大切さを学ばさせてい
ただきました。

中部国際空港においても、外国人旅行客をはじめとする利用客
の受け入れ態勢が急務となっています。北海道の空の玄関口であ
り、年間利用客数国内 4 位を誇る新千歳空港に隣接するターミ
ナルビルの利用促進やインバウンド対策などの取り組みについて
伺ってまいりました。
2011 年のリニューアルでは、商業施設・エンターテイメント
施設を設置し、空港で「過ごす・楽しむ・発見する」という新たな
価値を創造することにより、時間消費型・滞在型施設として生ま
れ変わったとお聞きしました。
日本初のエアポートシネマや天然温泉な
どの施設を拝見し感動いたしました。新千
歳ターミナルビルで過ごされた多くの皆さ
まは、これまでの空港にはない体感ととも
に、北海道の魅力を満喫されたことでしょう。

