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暑中お見舞い申し上げます。6月定例議
会は、6月18日〜7月5日まで開かれ、
一般会計で1億2,639万余円の補正予
算案をはじめ、条例改正案や意見書など
を審議し、すべて可決・承認しました。
補正予算の主な内容では、愛知・名古屋
で開催される「第20回アジア競技大会」
に向け、開催都市としてアジア・オリン
ピック評議会（OCA）に支払う負担金（約
19万ドル、予算案では1ドル118円で

算出）や、4月に火災が発生した県立岡
崎商業高校の特別教室棟及び産振棟の
建替えに向けた取り壊しや新校舎の設計
費などが計上されました。また、企業会
計では、県がんセンター愛知病院（岡崎
市）を平成31年4月に岡崎市に移管し、
近接している岡崎市民病院と一体的に運
営できるよう、老朽化している施設や医
療情報システムの改修などの費用として
約2億7千万円が計上されました。
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リポート

活気あふれる愛知を目指して

愛知万博の理念を次世代に継承するため、愛・地球博
記念公園に整備される、ジブリ作品の世界を再現する
「シブリパーク」について、基本デザインと開業目標時
期を2022年度中とすることが発表されました。

本県では、これまで
に終了した25か所
の実証路線の総延長
は約63km、総実走
距 離 は3,500kmを
超えてます。今年度
は、豊橋市、一宮市、
常滑市において、複
数台の遠隔自動運転車両を同時に走行させる実証実験
や、大容量、超高速、低遅延を特徴とする第5世代移
動通信システム「5G」の実験無線局を活用した実証実
験を行うなど、自動運転の社会実装を見据えた最先端
の実証実験に挑戦していきます。

ヘルプマークは義足等を使用している方や
内部障害の方など、援助を必要としている
ことが外見からは分かりにくい方が、周囲
から援助を得やすくなるためのものです。
ヘルプマークの普及を図るため、7月20日から県内一
斉に市町村の窓口等で配布されます。また、新たにヘ
ルプマーク普及パートナーシップ制度を設け、民間事
業者を広く募集します。

ジブリパーク構想の推進 自動運転実証推進事業

ヘルプマークの普及

県
政
を
取
り
巻
く
状
況

青春の丘エリア
メインゲートとしての
象徴性、「耳をすませ
ば」の地球屋の再現

もののけの里エリア
「もののけ姫」のたた
ら場をモチーフにした
建物などの整備

シブリの大倉庫エリア
展示室、映像展示室、
子どもの遊び場など

魔女の谷エリア
「ハウルの動く城」や
「魔女の宅急便」、遊
戯施設などの整備

基本デザインのエリア

来年春に「木を託す　もり・まち・人の　あす・未来」
をテーマに、愛知県森林公園をメイン会場として開催さ
れます。本年5月19日に1年前記念イベントを開催し、
LOVEあいちサポーターズ　あいち音楽大使である岡村
孝子さんによる大会イメージソング「と・も・に」の初
披露や、森や木に関する各種ブースの出展など、多くの

方で賑わいま
した。40年振
りの本県開催
であり、大会の
成功に向けて
準備を進めて
まいります。

第70回全国植樹祭

どんどこ森エリア
「サツキとメイの家」
周辺の充実、裏山の森
に散策路を再整備
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Q　�ジブリパーク構想によって、どのような公園を目指し、
どのように取り組んでいかれますか。

A　�公園内にジブリパークを溶け込むように整備することによって、
自然環境や都市公園としての機能を損なうことなく公園全体の
魅力を向上させ、子どもから大人まで多くの皆様に愛される、オ
ンリーワンの公園を目指します。今後は、その実現に向け基本構
想等の策定を行い、その中で概算事業費や来場者の利便性向上の
ための方策等についても検討を進めてまいります。スタジオジ
ブリとともに、こ
のジブリパーク構
想を実現していく
ことにより、愛・
地球博記念公園の
魅力と価値を一層
高め、愛知万博の
理念を次の世代へ
しっかりと継承し
てまいります。

（1）ワールドロボットサミット開催に向けた取り組みについて

Q　�今後、開催県として国との連携のもと、大会の成功に向
けてどのような視点で取り組み、機運の醸成を図ってい
かれますか。

A　�2020年のワールドロボットサミットは、これまでの取り組み
成果を含め、本県のロボット産業を世界へと発信するまたとない
機会と考えております。会場となる中部国際空港島においては、
会場案内や移動時のサポートなどで活躍する最新のサービスロ
ボットを披露する計画であり、今年度から新たに、産業空洞化対
策減税基金に基づく研究開発補助金を活用して、このようなロ
ボット開発を支援してまいります。また、今年度は県内のロボッ
ト見学ツアーや工作教室、シンポジウム等を開催し、将来のロ
ボット開発の担い手である子どもたちを含め、県民の皆様のロ
ボットへの理解増進を図ってまいります。

　
（2）�技能五輪全国大会・全国アビリンピックの開催及び

技能五輪国際大会の招致に向けた取り組みについて

Q　�技能五輪全国大会・全国アビリンピックについて、選手
の育成・強化や広報活動を始めとした本県開催に向けた
取り組みをどのように進めていきますか。また、2023
年技能五輪国際大会の招致に向け、招致活動や機運の醸
成などに、今後どのように取り組んでいかれますか。

A　�県内産業まつりを巡回するPRなどによって愛知県での開催を周
知し、大会への関心を高めてまいります。また、中小企業や専門
学校などが行う選手の訓練経費への支援を今年度も拡充して実施
するほか、合同公開練習会については、新たに他県の選手や指導
者も招いて開催するなど、選手の育成・強化に一段と力を注いで
まいります。史上初の2年連続の地方開催県としてしっかり取
り組んでまいります。2023年技能五輪国際大会の招致に向け
ては、労使団体など幅広い方々で構成する招致委員会が設置され、
オールジャパンの体制による取り組みが本格的にスタートしまし
た。世界から共感を得られるメッセージ性の高い開催プランを策
定するとともに、総会などの機会を通じてアピールしてまいりま
す。また、国民各層の幅広い共感を得られるよう、招致シンボルマー
ク制定や機運醸成イベントの開催、SNSの活用等、あらゆる機会
やチャンネルを通じて情報発信を行ってまいります。

（1）産業観光の活性化について

Q　�「新たなスタイルの観光」としての工場夜景の活用も含め、
本県ならではの産業観光の振興にどのように取り組んで
いかれますか。

A　�本県は、日本最大の旅の祭典「ツーリズムエキスポジャパン」に
おける産業観光をテーマにしたブースの出展や観光PR動画に
よる　“モノづくり県「愛知」の魅力”の発信などにより、日本
一のテクノロジーの中心地であることをアピールしております。
工場夜景も、地域の新しい産業観光資源の一つとして活用する
ことにより、観光客の増加や滞在時間の延長、これによる観光
消費額の増加に繋がることが期待されます。今後は、こうした
新しい観光資源も活用しながら、国内外へのプロモーションを
行い、産業観光の発展に努めてまいります。

　
（2）あいちの山車まつりの魅力発信及び保存・継承について

Q　�あいちの山車まつりのさらなる魅力発信及び保存・継承
にどのように取り組んでいかれますか。

A　�山車からくりや祭礼行事の実演を行う公開イベントを毎年開催
するほか、本年2月には、あいちの山車文化の情報を満載した
4か国語対応のホームページを公開し魅力発信に努めました。こ
の春の祭礼シーズンには、1万件を超えるアクセスがあり、国
内外から高い関心をいただいております。保存・継承の取り組
みとしては、本年1月から、山車や祭礼用具の保存修理に必要
な資金調達を支援する「クラウドファンディング活用サポート事
業」を開始しており、その第1号である津島石採祭車保存会では
目標額を大幅に上回る資金を集めることができました。また、山
車まつりの県無形民俗文化財への指定は、地域の皆様の誇りと
なり、保存・継承につながるものと考えておりますので、県文
化財保護審議会のご意見をお聞きしながら、指定について検討
をしてまいります。

ジブリパーク構想の推進について1

ものづくり愛知の推進について2

観光県あいちの推進について3

（1）健康長寿あいちの実現に向けた取り組みについて

Q　�健康日本21あいち新計画の中間評価の結果、全体とし
ては、目標達成ならびに策定時より改善された指標が半
数を超えているものの、策定時より悪化した指標も見受
けられます。県民の健康づくりや生活習慣の改善に向け
て、今後どのような対策を講じていかれますか。

A　�中間評価の結果を見ますと、食生活や飲酒など生活習慣の悪化
が認められ、生活習慣の改善が重要な課題の一つであることか
ら、野菜の摂取量アップなどの啓発の実施や毎日もう10分体
を動かすことを県民の皆様に呼びかける「あいち健康チャレンジ
推進事業」などの取り組みを実施しています。また、今年度から、
企業等が加入する医療保険者や経営者団体と相互連携協定を締
結し、積極的に従業員の健康増進に取り組む、いわゆる「健康経
営」を導入する企業を増やすため、特に優れた取り組みを行う企
業の表彰制度を本県独自に創設するとともに、健康経営支援の
ためのポータルサイトを立ち上げ、働き盛りの世代の健康づく
りを支援してまいります。

　
（2）医師・看護師の確保対策について

Q　�安心・安全な医療が継続して提供されるよう、病院勤務
医の勤務環境改善に向けた取り組み、ならびに医師・看
護師の確保対策を今後どのように進めていかれるつもり
でしょうか。

A　�平成27年度に開設
した「医療勤務環境
改善支援センター」
において、社会保
険労務士等を配置し、
労働基準法の36協
定の締結や医師の負
担軽減策に関する医
療機関からの相談に
応じるなど、医師の
長時間勤務が解消されるよう、医療勤務環境の改善を図っており
ます。医師確保対策につきましては、医師不足の病院へ医師を派
遣している病院に対する補助や、近年増加している女性医師の
離職防止や再就業支援を行う医療機関への補助などに、引き続き
取り組んでまいります。また、看護師の確保対策につきましては、
病院内保育所への助成などにより、看護師の勤務環境を改善し、
離職の防止を図るとともに、就業していない看護師の方を対象
に、再就業に必要な知識や技術を習得するための研修を実施す
るなどの支援に引き続き取り組んでまいります。さらに、看護
教員の指導的役割を担う教務主任を養成する講習会を、今年度、
新たに開催し、看護教育の質の向上を図ってまいります。

（3）仕事と介護の両立支援について

Q　�県として、企業、特に中小企業における仕事と介護が両
立しやすい環境整備に向けてどのように取り組んでいか
れるのか、また、要介護者の状態に応じた適切な支援が
受けられるよう、多様な介護サービスや介護施設の拡充
を進めることが喫緊の課題と考えますが、どう対応して
いかれますか。

A　�平成30年度は、中小企業においても導入が容易と考えられる事
例を収集し、仕事と介護の両立モデルの事例集を作成して、一
段と中小企業への周知啓発を図るとともに、企業の希望に応じ
専門家を派遣して、職場環境の改善の取り組みを支援してまい
ります。また、「訪問介護」「訪問看護」「通所介護」「短期入所」
などのサービスを一層拡充するほか、要介護者の状態に応じて、
これらのサービスを日中・夜間を通じて柔軟に組み合わせ、一
体的に提供できる「小規模多機能型居宅介護」や「定期巡回・随
時対応型訪問介護看護」などのサービスを一層充実させていくこ
ととしております。また、在宅での生活が困難となった高齢者
に対しては、施設において生活ができるよう、市町村において今
後3年間で必要と見込まれる1,818人分の特別養護老人ホーム
の整備を計画したほか、介護老人保健施設、認知症高齢者グルー
プホームなどの整備も拡充し、要介護者等のニーズに対応して
まいりたいと考えております。

Q　�第3次あいち地震対策アクションプランは、発生した災
害に対応する見直しはもとより、これまでの取り組みの
進捗状況や成果について検証を行い、発展的な更新がな
されていくことが重要と考えますが、今後どのように見
直しを行い、本県の地震対策を進めていかれますか。

A　�アクションプランは、対策の進捗状況を定期的に検証し、必要
な見直しを行うこととしております。これまで、平成28年熊本
地震における課題の検証を行い、昨年3月に改訂いたしました。
また、アクションプランの進捗状況を踏まえたフォローアップ
を行うとともに、有識者懇談会を毎年開催し、対策の進捗やア
クション項目の充実に向けたご意見をいただいてきたところで
あります。こうした検討を踏まえ、5つの対策の柱ごとの進捗を
着実に管理するための新たな指標を設定するとともに、危険な
空き家の除却等への支援や、被災者生活再建のための県独自の
支援制度等に関するアクション項目の追加を行い、できるだけ
早くアクションプランの見直しを行っていきたいと考えており
ます。

誰もが健康で安心して働ける
社会づくりについて4

あいち地震対策アクションプランについて5

6月議会代表質問は自由民主党、新政あいち
の2会派が行い、私は新政あいち県議団を代
表して県政の諸課題について質しました。た
くさんの方々に議会傍聴を賜り、感謝申し上
げます。

平成30年6月定例県議会
　代表質問答弁

●平成24年就業構造基本調査
　（介護離職者が1年間で約10万人　50歳代の離職者多い）

年齢層 〜20歳
代

30歳
代

40歳
代

50歳
代

60歳
代

70歳
代〜 総数

人数
（人） 4,200 8,800 16,300 38,000 28,300 5,500 101,100

割合
（％） 4.2 8.7 16.1 37.6 28.0 5.4 100.0
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定するとともに、総会などの機会を通じてアピールしてまいりま
す。また、国民各層の幅広い共感を得られるよう、招致シンボルマー
ク制定や機運醸成イベントの開催、SNSの活用等、あらゆる機会
やチャンネルを通じて情報発信を行ってまいります。

（1）産業観光の活性化について

Q　�「新たなスタイルの観光」としての工場夜景の活用も含め、
本県ならではの産業観光の振興にどのように取り組んで
いかれますか。

A　�本県は、日本最大の旅の祭典「ツーリズムエキスポジャパン」に
おける産業観光をテーマにしたブースの出展や観光PR動画に
よる　“モノづくり県「愛知」の魅力”の発信などにより、日本
一のテクノロジーの中心地であることをアピールしております。
工場夜景も、地域の新しい産業観光資源の一つとして活用する
ことにより、観光客の増加や滞在時間の延長、これによる観光
消費額の増加に繋がることが期待されます。今後は、こうした
新しい観光資源も活用しながら、国内外へのプロモーションを
行い、産業観光の発展に努めてまいります。

　
（2）あいちの山車まつりの魅力発信及び保存・継承について

Q　�あいちの山車まつりのさらなる魅力発信及び保存・継承
にどのように取り組んでいかれますか。

A　�山車からくりや祭礼行事の実演を行う公開イベントを毎年開催
するほか、本年2月には、あいちの山車文化の情報を満載した
4か国語対応のホームページを公開し魅力発信に努めました。こ
の春の祭礼シーズンには、1万件を超えるアクセスがあり、国
内外から高い関心をいただいております。保存・継承の取り組
みとしては、本年1月から、山車や祭礼用具の保存修理に必要
な資金調達を支援する「クラウドファンディング活用サポート事
業」を開始しており、その第1号である津島石採祭車保存会では
目標額を大幅に上回る資金を集めることができました。また、山
車まつりの県無形民俗文化財への指定は、地域の皆様の誇りと
なり、保存・継承につながるものと考えておりますので、県文
化財保護審議会のご意見をお聞きしながら、指定について検討
をしてまいります。

ジブリパーク構想の推進について1

ものづくり愛知の推進について2

観光県あいちの推進について3

（1）健康長寿あいちの実現に向けた取り組みについて

Q　�健康日本21あいち新計画の中間評価の結果、全体とし
ては、目標達成ならびに策定時より改善された指標が半
数を超えているものの、策定時より悪化した指標も見受
けられます。県民の健康づくりや生活習慣の改善に向け
て、今後どのような対策を講じていかれますか。

A　�中間評価の結果を見ますと、食生活や飲酒など生活習慣の悪化
が認められ、生活習慣の改善が重要な課題の一つであることか
ら、野菜の摂取量アップなどの啓発の実施や毎日もう10分体
を動かすことを県民の皆様に呼びかける「あいち健康チャレンジ
推進事業」などの取り組みを実施しています。また、今年度から、
企業等が加入する医療保険者や経営者団体と相互連携協定を締
結し、積極的に従業員の健康増進に取り組む、いわゆる「健康経
営」を導入する企業を増やすため、特に優れた取り組みを行う企
業の表彰制度を本県独自に創設するとともに、健康経営支援の
ためのポータルサイトを立ち上げ、働き盛りの世代の健康づく
りを支援してまいります。

　
（2）医師・看護師の確保対策について

Q　�安心・安全な医療が継続して提供されるよう、病院勤務
医の勤務環境改善に向けた取り組み、ならびに医師・看
護師の確保対策を今後どのように進めていかれるつもり
でしょうか。

A　�平成27年度に開設
した「医療勤務環境
改善支援センター」
において、社会保
険労務士等を配置し、
労働基準法の36協
定の締結や医師の負
担軽減策に関する医
療機関からの相談に
応じるなど、医師の
長時間勤務が解消されるよう、医療勤務環境の改善を図っており
ます。医師確保対策につきましては、医師不足の病院へ医師を派
遣している病院に対する補助や、近年増加している女性医師の
離職防止や再就業支援を行う医療機関への補助などに、引き続き
取り組んでまいります。また、看護師の確保対策につきましては、
病院内保育所への助成などにより、看護師の勤務環境を改善し、
離職の防止を図るとともに、就業していない看護師の方を対象
に、再就業に必要な知識や技術を習得するための研修を実施す
るなどの支援に引き続き取り組んでまいります。さらに、看護
教員の指導的役割を担う教務主任を養成する講習会を、今年度、
新たに開催し、看護教育の質の向上を図ってまいります。

（3）仕事と介護の両立支援について

Q　�県として、企業、特に中小企業における仕事と介護が両
立しやすい環境整備に向けてどのように取り組んでいか
れるのか、また、要介護者の状態に応じた適切な支援が
受けられるよう、多様な介護サービスや介護施設の拡充
を進めることが喫緊の課題と考えますが、どう対応して
いかれますか。

A　�平成30年度は、中小企業においても導入が容易と考えられる事
例を収集し、仕事と介護の両立モデルの事例集を作成して、一
段と中小企業への周知啓発を図るとともに、企業の希望に応じ
専門家を派遣して、職場環境の改善の取り組みを支援してまい
ります。また、「訪問介護」「訪問看護」「通所介護」「短期入所」
などのサービスを一層拡充するほか、要介護者の状態に応じて、
これらのサービスを日中・夜間を通じて柔軟に組み合わせ、一
体的に提供できる「小規模多機能型居宅介護」や「定期巡回・随
時対応型訪問介護看護」などのサービスを一層充実させていくこ
ととしております。また、在宅での生活が困難となった高齢者
に対しては、施設において生活ができるよう、市町村において今
後3年間で必要と見込まれる1,818人分の特別養護老人ホーム
の整備を計画したほか、介護老人保健施設、認知症高齢者グルー
プホームなどの整備も拡充し、要介護者等のニーズに対応して
まいりたいと考えております。

Q　�第3次あいち地震対策アクションプランは、発生した災
害に対応する見直しはもとより、これまでの取り組みの
進捗状況や成果について検証を行い、発展的な更新がな
されていくことが重要と考えますが、今後どのように見
直しを行い、本県の地震対策を進めていかれますか。

A　�アクションプランは、対策の進捗状況を定期的に検証し、必要
な見直しを行うこととしております。これまで、平成28年熊本
地震における課題の検証を行い、昨年3月に改訂いたしました。
また、アクションプランの進捗状況を踏まえたフォローアップ
を行うとともに、有識者懇談会を毎年開催し、対策の進捗やア
クション項目の充実に向けたご意見をいただいてきたところで
あります。こうした検討を踏まえ、5つの対策の柱ごとの進捗を
着実に管理するための新たな指標を設定するとともに、危険な
空き家の除却等への支援や、被災者生活再建のための県独自の
支援制度等に関するアクション項目の追加を行い、できるだけ
早くアクションプランの見直しを行っていきたいと考えており
ます。

誰もが健康で安心して働ける
社会づくりについて4

あいち地震対策アクションプランについて5

6月議会代表質問は自由民主党、新政あいち
の2会派が行い、私は新政あいち県議団を代
表して県政の諸課題について質しました。た
くさんの方々に議会傍聴を賜り、感謝申し上
げます。

平成30年6月定例県議会
　代表質問答弁

●平成24年就業構造基本調査
　（介護離職者が1年間で約10万人　50歳代の離職者多い）

年齢層 〜20歳
代

30歳
代

40歳
代

50歳
代

60歳
代

70歳
代〜 総数

人数
（人） 4,200 8,800 16,300 38,000 28,300 5,500 101,100

割合
（％） 4.2 8.7 16.1 37.6 28.0 5.4 100.0
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ジブリの大倉庫エリア
予定場所：温水プール棟

2

青春の丘エリア
予定場所：エレベーター棟周辺

1 もののけの里エリア
予定場所：あいちサトラボの内、

未供用部分

3

魔女の谷エリア
予定場所：大芝生広場近くにある

未利用地

4

どんどこ森エリア
予定場所：「サツキとメイの家」周辺

5

ジブリパークの
基本デザインが決定しました！ジブリパークの
基本デザインが決定しました！

基本的な考え方
●�公園の歴史的な成り立ちなどに配慮し、
万博後の未利用地や既存施設を有効活
用する

●�スタジオジブリの協力のもと、各施設を
整備し、魅力的なオンリーワンの公園を
目指す

●�楽しんで歩いてもらうことを重視し、既
存の活動やイベントとの共存を目指す

●�基本デザインは次のステップである基
本構想の核とする

平成29年5月31日のスタジオジブリとの合意以来、構想の具体化に向
けた調査と協議を重ね、この度「ジブリパーク」の基本デザインが決
定しました。また、平成30年3月30日にスタジオジブリと確認書を締
結し、ジブリパークは2022年度中の開業を目指すことで合意しまし
た。愛知万博の理念をより良い形で未来に継承し、愛・地球博記念公
園の魅力と価値を一層高めるため、しっかりと取り組んでいきます。

地域に根ざした政策の実現を目指し、
「新政あいち県議団」の存在感を示します！トピックス

議会毎に発行する「県政レポート」にプラス“号外版”を発行する事によ
り、団内の誇れる成果と活動を紹介し、県民の皆様の目を引く取り組
みを進めます。また、懸案の団ホームページについても随時“更新”を目
標に、我が団の今をタイムリーに発信し、PR媒体としての比重を高め
ていきます。

県の総合計画や個別ビジョンなどを整理し、その進捗状況、達成度を
精査・検証することで県の施策の課題を掘り下げると共に、我が団と
して毎年作成しております『政策予算要望』の進捗のフォロー、前年
度に行った「重点政策研究会」でまとめた6テーマの提言など、さらに
政策集団としての活動を加速させていきます。

我が団は県政の諸課題に対して「県民目線」「生活者目線」「勤労者
目線」、そして「現場目線」で常に問題意識を持ち、課題解消に向け
て真摯に取り組んできました。今年度はこの4つの目線に「女性目線」
を加え、社会全体の中で女性が生き辛さを感じることのない「女性の
ための施策」をきめ細かな女性目線で提言していきます。

わが団が言い続けてきた「議会改革」の志はもちろん継続し、「選挙
公報の発行」が実現したように、必要な改革は粘り強く提言し続けま
す。今年度は「議会の活性化」と県民参加、透明化を目指し、とりわ
け県民の皆様の関心が高い政務活動費の使途については、引き続き透
明性を図ってまいります。

活動の見える化の推進として、
「広報の充実強化」を図ります。

我が団らしい
独自の政策を立案します。

4つの目線にプラス「女性目線」で
提言を図ります。

議会改革にも
引き続き取り組みます。

１

３

２

４

総務会長に就任しました！
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