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明けましておめでとうございます

議会日程
＆

議案結果

希望に満ち溢れた新年をお迎えのことと、心
よりお慶び申し上げます。
早いもので皆様より頂戴いたしました二期目
の任期も残すところ 3 ヶ月あまりとなりました。
本年も引き続き、県民の皆様が安全で、安心し
て暮らせる社会に向けて全力で取り組み、日本

をリードする「ものづくり産業県」である本県の
経済活性化や雇用の維持・拡大に注力してまい
ります。
本年も変わらぬご支援・ご指導をお願い申し
上げますとともに、皆様方のご健康とご多幸を
心よりご祈念申し上げます。

12 月定例議会は、12 月 3 日〜 12 月 20 日まで開か
れ、一般会計で 43 億 560 万余円の補正予算案をはじ
め、
条例改正、
意見書などを審議し、
すべて可決しました。
主な補正予算案では、農業産地の競争力強化やスター
トアップ企業の支援、大型の台風で農業被害を受けた
施設の再建・修繕費、職員等の給与改定費などが計上
されました。特に、スタートアップ関連では、新たな

アイデアとモノづくりの優れた技術との融合によるイ
ノベーションを誘発し、本県産業の成長を拡大させる
取り組みです。また、条例関係議案では、認知症の人
及びその家族が安心して暮らせる地域社会の実現を図
るため、都道府県では初となる認知症施策の推進に係
る条例を制定しました。

近年、経営者の高齢化、人手不足に加え、AI、IoT 等の
デジタル技術の加速化、自動車産業の100 年に一度の
大変革期の到来など、本県の産業構造に大きな変化をもたら
す新たな課題が顕在化しています。今年度、ビジョンの中間
見直しを行い、具体的には、イノベーションの促進・生産性
の向上を新たな施策の柱として設定し、その上で、中小・小
規模企業の企業力強化など施策の充実を図ります。

知事

2019 年大会は、9 月に開業を予定している愛知県国
際展示場（アイチ・スカイ・エキスポ）をメイン会場に、
11月に技能五輪全国大会と全国アビリンピックを同時開催
します。一か所の会場としては過去最大となる54 競技を予
定しており、小中高学生の来場を呼び掛けるとともに、ガイ
ド役で参加してもらうことで、キャリア教育や障がい者への
理解活動に繋げていきます。

愛知県では、障がい者の雇用促進に向けた取り組み
を拡大し、平成 29 年 6 月には、雇用障がい者数が
30,116 人と過去最高となり着実に進展しています。一方
で、雇用義務のある企業の 3 割以上が一人も雇用しておら
ず、一層の企業開拓が求められるとともに、就職後の定着
支援も課題です。企業開拓から就職、定着までの一連の支
援を切れ目なく実施することが重要と考え、愛知労働局と
の連携強化に向けた協議を行っています。
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小学校における英語教育については、2020 年度の
全面実施を見据えて、2015 年度から2019 年度ま
での 5 年間で研修を実施し、各小学校で英語教育の中核
を担う教員の育成を行っています。この教員が中心となっ
て小学校における英語指導力向上を図っています。専門教
員については、質の高い英語教育を行うことができるよう、
2018 年度は 38 名を増員したところであり、今後も順次
増員に努めていきます。

愛知県認知症施策推進条例制定

本県のモノづくりを支える自動車産業は 100 年に一度の大変革期を迎
えており、引き続き本県が競争力を維持し、日本そして世界をリードし
ていくためには、スタートアップを起爆剤とする新たなイノベーション
の創出に地域が一体となって取り組むことが重要です。
このため、一昨年 4 月に本県が主導して大学、金融機関、民間企業、経
済団体、行政等の地域の関係者の参画を得て「Aichi － Startup 推進ネッ
トワーク会議」を立ち上げると共に、地域の総合戦略となる「Aichi －
Startup 戦略」を策定しました。
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県政を取り巻く状況

本 県 の 認 知 症 高 齢 者 数 は、2025 年 に は 約
40 万人（高齢者の 5 人に 1 人）になると見込
まれており、認知症に関する施策の推進が喫
緊の課題となっています。
こうした状況を踏まえ、平成 29 年 9 月に「あ
いちオレンジタウン構想」を策定し、地域づ
くりと研究開発の両面から先進的な取り組み
を推進しています。また、認知症施策を総合
的に推進するため、都道府県では初となる「愛
知県認知症施策推進条例」を制定しました。
この条例では、全ての県民が認知症について
「じぶんごと」として取り組み、認知症の人及
びその家族が安心して暮らすことができるよ
う、基本理念を定めると同時に、県の責務や
市町村・県民・関係機関及び事業者の役割を
明らかにするとともに、施策の基本となる事
項を定めています。

Aichi － Startup 戦略
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（注）全国：「日本における認知症高齢者人口の将来推計に関する研究」による速報値。
糖尿病有病率の増加により上昇すると仮定した場合。（2015年1月27日厚生労働省
老健局公表）、愛知県：「愛知県の将来推計人口（65歳以上）」に上記研究による
有病率（糖尿病有病率の増加により上昇すると仮定した場合）を乗じて算出
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中部国際空港は、今年度、過去最高となる1,300万人の旅客数を見込むな
ど着実に旅客数を伸ばしています。10月11日に「フライト・オブ・ドリー
ムズ」が開業し、
ボーイング787初号機の実機展示や「シアトルテラス」など、
子どもから大人まで楽しむことができる施設となっています。来年度半ばに
はLCC向け新ターミナルが完成し、9月には愛知県国際展示場がオープン
することとなっており、隣県にも観光客を呼び込む大きなインパクトになる
と期待されてます。今後も、二本目滑走路の早期実現に繋がるように取り組
んでいきます。

西知多道路東海 JCT 起工式

西知多道路の整備は、渋滞緩和をはじめ、物流・交流軸となることや、災害時の緊急輸送道路としての機能を担うなど重要な役割を果た
します。12 月 1 日には、国による権限代行区間である東海 JCT 部の起工式が行われ、新たな一歩を踏み出したところであり、未事業区
間の早期事業化をはじめ一刻も早い全線開通が期待されています。

（抜粋）

最重点政策課題

新政あいち県議団は提言し、推進します！
○子ども・女性・若者を守る取り組みの推進

新政あいち県議団は、県民目線・生活者目線・勤労者目線に
プラス女性目線で、地域に根差した政策の実現をめざします。

○地域包括システムの構築と認知症対策

子どもや女性、若者が被害者となる犯罪の未然防止や被害
の拡大防止のため、登下校時を始めとした子どもの安全対
策、インターネットを介した犯罪や性暴力を防ぐための取
り組みを進めます。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし
続けるための地域包括ケアシステムを推進
するとともに、認知症対策として「オレン
ジタウン構想」を推進します。

○長時間労働の是正・啓発による働き方改革の推進

○待機児童の解消による子育て支援の充実

労使協定に適正な労働環境を進めるとともに、
育児・介護・治療などと仕事を両立できるよう
に、ワーク・ライフ・バランスを一層進めます。

その他の
重点政策課題

・教育・医療・雇用・労働等での規制改革を推進
・大規模災害時の医療確保のための設備充実

保育所や放課後児童クラブの待機児童の早期解消を
図るとともに、病児・病後児保育などの支援や保育
士確保のための支援を進めます。

・介護サービスの質の向上と介護従事者の負担軽減
・次世代産業への支援強化
など

〜 旧 年 中 は 大変お世話になりまし た。
人々の命を大切に、未来へ続く街づくりに努めていきます〜

