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〜日本一元気な愛知を目指す！〜
2 月定例議会は、2 月 20 日〜 3 月 24 日ま
で 33 日間の会期で開かれ、総額 2 兆 5,209
億円余の平成 29 年度一般会計予算案や酒類
提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な
取立て等の規制などに関する条例の制定や愛
知県職員定数条例の一部改正などを審議し、
全議案を可決いたしました。平成 29 年度当
初予算について、知事は「日本で一番元気な
愛知が、東京一極集中を打破し、日本の活力

を取り戻し、日本の未来をリードしていかな
ければならない。厳しい財政状況のもとでの
予算編成となるが、真に必要な分野に、メリ
ハリをつけて重点的かつ効率的に配分し、数
年後、10 数年後を見据えて、着実に実行し
ていくために、産業力、経済力、文化力、人
財力、地域力といった愛知の総合力を一段と
高めていきたいとの思いを持って、
『愛知一
番』を目指す予算である」と述べられました。

平成29年度 主な事業
世界に発信する中京大都市圏

産業首都あいち

名古屋駅のスーパーターミナル化の推
進やリニア開業による時間短縮効果を
最大限発揮するための調査等を実施し
ます。また、中部国際空港の 2 本目滑
走路をはじめとした航空ネットワーク
の拡充と航空需要の一層の拡大を図り
ます。他にも、西知多道路などの整備
促進に取り組みます。

平成 29 年 7 月本県で開催される「ロボカッ
プ 2017 世界大会」等、国際的なロボット
の祭典を契機に、愛知県のロボット産業を
自動車、航空宇宙に次ぐ第 3 の柱として育
成します。県営名古屋空港周辺では本年 11
月 30 日にオープンする「あいち航空ミュー
ジアム」の整備を進め、自動車産業におい
ては、レベル 4 の遠隔自
動走行システム等による
実証実験を全国に先駆け
て実施していきます。

人財力の強化
本年 4 月から愛知総合工科高等学校
専攻科において、全国初となる公設
民営がスタートすることや、県立高
校において科学、技術、工学、数学
の 4 分 野「STEM（ ス テ ム ）」に 重 点
を置いた教育課程に取り組んでいく
こ と で、 モ ノ づ
くりあいちの次
代を担う産業人
財 の 育 成・ 確 保
を図ります。

医療・福祉の充実
平成 28 年度に実施した「愛知子ども調査」
等の結果をもとに、「子ども貧困対策会議」
において、実効性ある施策を検討していき
ます。医療・介護サービスの提供体制を推
進するため、医療・介護従事者の確保、介
護施設等の整備を行っていきます。また、
平成 30 年 4 月開校に向けて、「大府もちの
き特別支援学校」の整備を進めていきます。
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観光あいちの推進、文化・スポーツ・魅力発信
レゴランドやあいち航空ミュージアムのオー
プン、平成 30 年には名古屋城本丸御殿が全
面公開となるなど、観光振興と地域活性化に
絶好の機会となるため、JR グループとタイ
アップし来年度から 3 年間、大型観光キャン
ペーンを展開していきます。第 20 回アジア
競技大会については準備を着実に進めます。

一般質問

3 月 2 日（木）、2 月定例愛知県議会において、認知症高齢者等
にやさしい地域づくりの推進（オレンジタウン構想）ならびに
空き家対策の促進について質問しました。
一般質問の録画映像は、佐波和則オフィシャルサイト（www.saba-3839.jp）
でご覧いただけます

認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進について

空き家対策の促進について
県の取り組みと空家等対策計画の
策定状況について

オレンジタウン構想の経緯と具体的な取りまとめ方法
本県における平成 32 年の高齢化率は 25.6％と予測されており、平成 37 年に
は 40 万人が見込まれる認知症高齢者対策は喫緊の課題と認識しています。そ
こで「認知症に理解の深いまちづくり」の先進的なモデルとなる「オレンジタ
ウン構想」を進めていくこととしました。具体的には、団塊の世代が後期高
齢者となる平成 37 年に向けた課題を整理し、コンセプトをまとめます。
また、
「あいち健康の森」内にある各施設等に期待される役割を整理し、
専門施設が集積する地域特性を活かして取り組みを進めていきます。

県では、全市町村を構成員とする「空き家対策担当者連
絡会議」を設置し、名古屋市、半田市、蒲郡市、南知多
町では空き家の所有者に除去などを促す管理条例
を制定しています。空家等対策計画の策定状況は、
瀬戸市、春日井市、犬山市の 3 市で策定
されており、今年度はさらに東海市をは
じめ、9 市町で策定予定です。また、協議
会については14 市町で設置されています。

国との連携、および構想策定後の横展開について
国立長寿医療研究センターとの連携を核に進めていきます。同センターは老
年医学における国内唯一のナショナルセンターで、世界最大級の「もの忘れセ
ンター」を設置しており、構想の検討段階から協議していきます。本構想は県
内全域の認知症対策を進展させるためのモデルであり、それぞれの地域
の社会資源を十分に活用して、各地域に合った形で本構想の取り組みを
うまく活かしていきたいと考えています。

認知症サポーター数、および活躍の場について
認知症サポーターの数は平成 28 年12月末現在で 33 万 2 千人と
なっており、平成 29 年度末の目標（35 万 6 千人）は達成できる
見込みです。今後はサポーターに認知症カフェの立ち上げ
に積極的に関わってもらえるよう「認知症カフェプレサミッ
ト（仮称）
」を開催するなど、活躍の場を拡大していきます。

空き家対策に関する今後の県の取り組み
老朽化により悪影響を及ぼしている空き家は速やかに
除去することが必要です。所有者等が空き家を除去す
る場合、その費用の1 ／ 5を補助する制度を新たに創
設しました。また、空き家の跡地にポケットパー
クや防災倉庫などを設置する際も1 ／ 5、空き家
を改修して住民の
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を支援していきます。

企業庁の用地造成事業について

議案質疑

企業庁が造成した中部臨空都市はホテルや大型商業施設の立地により近年賑わいを増してきており、さらに
平成 28 年10 月からは日本初の有料道路コンセッションがスタートし、地域経済の活性化、中部臨空都市の
さらなる発展に向けた取り組みが進められています。企業庁においては空港島、対岸部の用地分譲を進める
絶好のチャンスであるため、これまでの取り組みと今後の展望ならびに県全体の用地造成について質しました。

Q

中部臨空都市の用地売却促進と
今後の展望について

平成 28 年度に企業の用地需要に関する調査を行い、地区ごとの
用途の見直しや大規模区画の分割などを行ってきました。取り組
みの結果、平成 26 年度からの 3 年間で計 12 件の分譲およびリー
ス契約をいただき、中部臨空都市全体では 52.8％の契約率となっ
ています。また、国際展示場や新ターミナルビルなどの開業に合
わせ、新たな用地需要が出てくると考えられるため、さらなる企
業誘致の促進に取り組んでいきます。

Q

今後 10 年間の造成面積と目標達成に向けて

内陸用地は過去 10 年間における企業庁用地への立地面積
から推計した 350ha に、現在造成中の豊田・岡崎地区
650ha を加えた 1,000ha を予定しており、全体では臨
海用地 200ha を合わせた計 1,200ha を予定しています。
企業庁としては毎年 1,000 社の企業訪問を目標とし、土
地リース制度や仲介委託制度などの制度を活用しながら、
積極的な企業誘致に取り組んでいきます。

