
代表質問 6月定例議会において、新政あいち県議団総務会長として県政の諸課題について質問しました。
抜粋してご報告します。

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、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
念を次の世代へ継承してまいります。

ジブリパーク構想の推進についてQ
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。

観光県あいちの
推進についてQ

A 生活習慣の改善が重要な課題の一
つであることから、「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、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。

健康で安心して働ける社会づくり
についてQ

一般質問 3月1日（木）、2月定例議会において、西知多道路の整備、県有施設等におけるLED照明の導入、世代ご
との環境学習「人づくり」について質問しました。

北部区間約9.2kmは現在の西
知多産業道路を6車線化し、南

部区間約9.2kmは、新たに4車線の道
路を整備します。国が着手した東海JCT
区間は、29年度は地質調査や橋梁設計
などの調整を実施しました。県施工区間
のうち、常滑JCT部を除く約3kmにお
いて地元説明会を実施し、用地測量に着
手する理解を得て、30年度中に用地買
収に着手できるように進めていきます。
今後も沿線企業と情報交換を図りなが
ら、円滑な事業進捗に努めていきます。

A

西知多道路の整備についてQ
高校生の「あいちの未来クリエ
イト部」、大学生の「かがやけあ

いちサスティナ研究所」をはじめ、若い人
たちへの「人づくり」に力を入れています。
今後は、新たに策
定する環境学習等
行動計画を推進し、
環境学習の機会を
拡充しながら若い
世代を対象とした

「人づくり」を展開
していきます。

A

環境学習「人づくり」についてQ
県では、平成29年度に蛍光灯
約4,400台をリース方式によ

りLED照明に切替え、CO2排出量は約7
割削減、削減される電気代によりリース
費用が賄えるなど、この効果を踏まえ、
知事部局にある蛍光灯131,000台のう
ち、平成30年度は約14,700台のLED
化を進めました。事
業者や県民に対して
啓 発 活 動 等 を 行 い、
地域全体へ普及させ
ていきます。

A

LED照明の普及についてQ
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東海フラワーショウ2018

1月27日（土）、「花のまち」東海市を代表す
る祭典である、東海フラワーショウ2018
の開会式で挨拶させていただきました。
今年で26回目を迎えた東海フラワーショウ
は、東海市花き園芸組合の皆さま方によるコ
チョウランなどを使って飾りつけられたメイ
ンブースをはじめ、個人展示や東海商業高
校、農業センターなどの方々による、華やか
な27作品が展示され、今年も、悩みながら
優秀作品3点を選ばせていただきました。

会場では、洋ラン
な ど の 即 売 会 や
生産者による園芸
相談、押花展など、
花と緑に埋め尽く
され、多くの方で
賑わっていました。

豊かな知識と経験を活かされ、
益々のご活躍を！！

4月20日（金）、
東 海 市「 し あ わ
せ村 健康ふれあ
い交流館」にお
い て、 第50回
東海市シニアク

ラブ連合会総会が開催され、お祝いの挨拶を
させていただきました。
愛知県の健康寿命は2016年調査において、
男性73.06歳（全国第3位）、女性76.32
歳（全国第1位）となっており、大変喜ばし
い結果をご紹介しました。
会員の皆さま方には、シニアクラブの基本
理念である、「生きがいづくり、健康づくり、
仲間づくり、地域づくり」を目指して、これ
まで培ってこられた豊富な知識と経験を活か
され、益々のご活躍をお願い申し上げました。

ロボット分野の
先進的な取り組みを調査！！

8月20日（月）から21日（火）まで、カワ
ダロボテックス（株）ならびに福島県庁を訪
問し、福島県では、福島ロボットテストフィー
ルドの取り組みについて伺ってきました。
福島ロボットテストフィールドは、世界に
も類のない物流やインフラ点検、大規模災
害などに対応する4エリア15施設からなる

「陸・海・空ロボットの一大研究拠点」とし
て、2018年度以降随時開所する予定と伺い
ました。2020年には愛知県国際展示場で

「ワールドロボットサミット」が開催されま
すが、福島ロボットテストフィールドにおい
ても、インフラ・災害対応カテゴリーの競技
が開催されることから、本
大会の成功に向けて、両県
がしっかり連携していくこ
とが重要だと感じました。

LEDを利用した
光産業の集積を学ぶ！！

2月5日（月）、徳島県立工業技術センターに
お邪魔しました。
140社を超えるLED関連企業が集積し、世
界最大級のLED生産拠点である徳島県では、
平成25年「LEDサポートセンター」を設置
し、LED応用製品の開発や、新規用途開発
を目指す企業への技術支援、性能評価、相談、
試験、研究等を一体的に行っており、LED
新用途開発に向けた熱意を感じました。
全国初の取り組みとして歩行者信号用LED
電球の開発があり、
省エネ、低コスト
化に向けた製品と
し て、 徳 島 県 の
歩行者用信号機は、
全てLED化された
とお聞きしました。

安全・安心な街づくりを目指して

5月11日（金）、東海市防犯・青少年健全育
成・交通安全推進大会が開催され、様々な活
動を推進していただいていることに対し感謝
申し上げました。
愛知県における平成29年の犯罪発生件数

（刑法犯認知件数）は、約46,000件と、前
年に比べ約4,700件減少し、住宅を対象と
した侵入盗や自動車盗などの窃盗犯が前年比
で約4.3%減ったことが特徴と言えます。ま
た、全国最多が常態化している交通事故死亡
者数については、何としても汚名返上しなけ
ればならず、高齢者
対策、交差点対策、
自転車対策を柱に重
点的に取り組み、交
通事故の減少に繋げ
てまいりましょう。

FLIGHT OF DREAMSの
内覧会に参加！！

10月9日（火）、ボーイング787初号機の展
示をメインとした新複合商業施設「FLIGHT 
OF DREAMS」（フライト・オブ・ドリーム
ズ）の内覧会が行われ、施設を拝見してまい
りました。
展示施設では、ボーイング787型機の展示
に加え、旅客機の組立工場を再現したコー
ナーなど、航空について楽しく学べる体験型
コーナーも設けられています。
商業施設エリアはシアトルの街並みを再現し、
シアトルを本拠地とする飲食店が多数出店し
ています。実際の機体を間近で眺めながら食
事ができる世界的にも珍しいスペースとなっ

ており、多くの
方々に感動を与
えてくれるもの
と思っています。

培われた訓練の成果を披露！！

3月4日（日）、平成29年度東海市消防団観
閲式が開催されました。
観閲に続き、分列行進や小隊訓練、さらに災
害対応訓練などを拝見しました。特に、小隊
訓練では、男性隊員に女性隊員3名を加え
た部隊での訓練でありましたが、規律正しく、
一糸乱れぬ隊列など、培われた訓練の成果を
発揮され、心強く思った次第であります。
地域の安全・安心な暮らしを未来へつないで
いくために、防災活動には皆さんの力が必要
であり、引き続き、地域防災の中心的な役割
を担っていただくことをお願いしました。消
防表彰を受賞されました皆さま方には、お

祝いと感謝を申し
上げるとともに、
益々のご活躍を期
待しております。

県民の皆様に団の活動をPR！！

7月20日（金）、
金 山 駅 南 口 で

「新政あいち県
議団」の活動方針
や6月定例議会
での代表質問及
び一般質問など
を中心にリレー街
宣を行うとともに、道行く方々に県政レポー
トをお配りいたしました。
私は、代表質問で行ったジブリパーク構想の
推進ならびに健康長寿あいちへの課題につい
て、県の考え方や今後の対応などについてご
報告いたしました。
今後も、議会報告会の開催をはじめ、県民の
皆様に「新政あいち県議団」の取り組みを積
極的にPRしてまいります。

賑わう　東海秋まつり2018

11月3日（土）、
東 海 秋 ま つ り
2018が行われ、
どの会場も沢山
の方々が訪れ大変賑わっておりました。
東海秋まつり2018は今年で20回目を迎え、
釜石市、沖縄市の姉妹都市の皆さまをはじめ
多くの方々にお越しいただいており、釜石復
興支援に対するお礼の焼きさんま振る舞いや
特産物の販売など、東海秋まつりの魅力のひ
とつになっています。
また、今年で4回目となる東海市内の中学生
によるスポーツ大会も盛況で、今後もスポー
ツを通じた地域の活性化とともに文化、芸術
による魅力発信など、元気なまち東海市の持
つ素晴らしい魅力を皆さまとともに発信して
まいりましょう。
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