
しまぐち忠弘
た だ  ひ ろ

県政レポート ❺
未来に誇れる愛知を目指して！

愛知県議会議員  嶋口 忠弘
常任委員会 ： 建設委員会 全トヨタ労連顧問
名古屋競輪組合議会議員 アイシン労働組合顧問・専門部員

背 
景

愛知県が昨年4月に「あいちスポーツコミッション」を設立し全国と世界に打ち出せるスポーツ大会の招致・
育成を目指すとともに、スポーツ大会がもつ情報発信力や集客力を地域の活性化につなげる取組を進めて
いるなか、「FIFAフットサルワールドカップ2020」招致活動に対する県としての取組について質問。

質問
❶ 2020年東京オリンピック・パラリンピックの年に、フットサルワールドカップの招致実現を図る目的について伺う。

回答
❶

フットサルワールドカップを招致・開催することは、単に試合を開催しスポーツ振興に貢献するだけではなく、
地域活性化のエンジンとして、県民の健康増進・生きがい・青少年育成・国際交流・地域経済の活性化の効
果に繋がる。招致によって、こうした地域経済の効果を、広域的に受け止めていきたい。

質問
❷

2020年のフットサルワールドカップ招致に向けて、愛知県・JFA日本サッカー協会として、
本年12月の開催地決定までの間、FIFA国際サッカー連盟に対してどのように働きかけていくのか伺う。

回答
❷

これまでも、招致パンフレットを作成し、JFA日本サッカー協会と連携し、機会があるごとに当地域の優位性
を説明してきた。今後は、8月までにFIFAに提出する「招致および開催に関する最終書類」により、当地域で
の開催の詳細を説明していく。また、この「最終書類」提出後に実施されるFIFA視察団による視察において、
直接、当地域の特徴・優位性を訴えていきたい。

質問
❸
回答
❸

これまでも、県内スポーツイベント等において、招致PRを実施、こうした取組の結果、4月に刈谷で、日本・愛
知の大会運営能力の高さをアピールするとともに、招致気運の向上につなげるために開催した国際親善大
会においては、多くの観戦者が来場し、大会として盛り上げることができた。今後は、Fリーグを始めとした各
種フットサル大会の場を中心に、招致活動をPRしていきたい。

フットサルワールドカップ招致を通じた地域活性化には、多くの県民が「参加する」「観る」「支える」こと
が大切である。そのためには、愛知県全体での盛り上がりが必要であり、県民の意識の醸成が重要であ
る。愛知県全体での県民意識の盛り上げについての取組を伺う。

一般質問に立つ!!

「FIFAフットサルワールドカップ2020」の招致活動について

　6月の定例議会は6月16日から7月5日までの日程で開催されました。今回の議会では、一般会計補正予算1件、条
例の一部改正案9件、その他の議案8件が提出され、審議の上、いずれも原案通り可決しました。

6月定例愛知県議会

補正予算
主な内容 補正予算額 6億2,951万大規模展示場の整備について

「第20回アジア競技大会」の招致について　他



平成27年6月1日

愛知県 1.81％
〈全国1.88％〉

平成26年6月1日

愛知県 1.74％
〈全国1.82%〉
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1-1　地震動から命を守る
1-2　浸水・津波から命を守る
1-3　火災から命を守る
1-4　地盤災害等から命を守る　など

対策の柱1

対策ターゲット

地震から県民の生命・財産を守る強靭な県土づくり

平成28年度　地震に強い安全なあいちを目指し地震対策を推進します

家具等転倒防止対策を強力に推進します

第3次あいち地震対策アクションプラン

民間事業者やボランティア団体等と連携し、家具等転倒防止対策を推進
します。

命を守る

・住宅・建築物の耐震化の促進
・県立学校施設の耐震化の推進
・河川・海岸堤防等の耐震化等の推進
・防災ヘリコプターの更新

主なアクション項目の取組

4-1　事前復興、復興方針・体制づくりを進める
4-2　災害廃棄物等の円滑な処理を進める
4-3　住宅の確保、再建を進める
4-4　産業の復興を進める

対策の柱4

対策ターゲット
迅速な復旧・復興を目指す

・復興体制の整備
・災害廃棄物処理体制の構築

主なアクション項目の取組

5-1　教育啓発・人材育成により防災力を高める
5-2　物資・設備・空間の充実により防災力を高める
5-3　災害情報の充実により防災力を高める
5-4　仕組み・制度の構築により防災力を高める

対策の柱5

対策ターゲット
防災力を高める

・防災協働社会形成の推進 ・消防団員の確保
・産官学連携による防災人材の育成 ・ゼロメートル地帯広域防災拠点整備検討調査

主なアクション項目の取組

2-1　医療・看護機能を守る
2-2　保健・介護機能を守る
2-3　心の健康を守る
2-4　水・食料・物資不足から生活を守る　など

対策の柱2

対策ターゲット
生活を守る

・医療施設（災害拠点病院等）の耐震化の支援
・災害時要配慮者に係る広域支援体制の整備
・避難所への再生可能エネルギーの導入の支援

主なアクション項目の取組

3-1　行政機能を守る
3-2　治安を守る
3-3　ライフライン機能を守る
3-4　交通・物流・食料供給機能を守る　など

対策の柱3

対策ターゲット
社会機能を守る

・防災拠点への再生可能エネルギーの導入の支援
・県営水道施設の整備の推進
・流域下水道施設の耐震化の推進
・緊急輸送道路等の橋梁の地震対策の推進

主なアクション項目の取組

目標（理念）

1 家具固定推進員の派遣及び家具固定ボランティアの養成

2 民間事業者等と連携した家具固定推進キャンペーンの実施

3 家具等転倒防止対策推進フェアの開催

4 防災教育センターの改修（消防学校内）

県立学校の耐震化を推進します
県立学校建物の耐震改修及び体育館吊り天井の耐震対策の完了に向け、
取組を推進します。

住宅・建築物の耐震化の促進を図ります
住宅及び民間建築物の耐震診断や耐震改修の費用に対する補助制度を
継続し、耐震化を促進します。

県有施設の吊り天井について耐震対策を推進します

1 住宅の耐震診断費補助

耐震診断が義務付けられた建築物等について、耐震診断費補助事業を
行う市町村や耐震診断を行う民間事業者に診断費の補助をします。

耐震改修費補助事業を行う市町村に耐震改修費、段階的耐震改修費及
び耐震シェルター整備費の補助をします。

耐震診断が義務付けられた建築物について、耐震改修費補助事業を行
う市町村に改修費の補助をします。

南海トラフ地震などの大規模地震発生時に人の命を守るとともに（※）、施
設の使用や業務が継続できるように、県有施設の吊り天井について耐震
対策を推進します。

2 建築物の耐震診断費補助

耐震診断事業等を行う市町村に診断費の補助をします。

1 耐震改修費 ： 5,206,458千円　　　耐震改修工事 ： ５７棟
※耐震化率
　２７年度末：９６．０％ → ２８年度末（見込）：１００％（工事着手ベース）

2 体育館吊り天井の耐震対策費 ： 1,896,708千円
工　　事 ： ３５棟

●耐震改修の事例 ●吊り天井の耐震対策の事例

（対策前）

（対策後）

3 住宅の耐震改修費補助

4 建築物の耐震改修費補助

※ 東日本大震災においては多くの吊り天井が脱落し、死傷者も発生しています

吊り天井耐震対策
・基本調査 ： 対象施設…１２施設
・実施設計 ： 対象施設…  ２施設

実施内容
・天井の取り替え・軽量化
・天井材を、ねじ・ボルト等により相互に緊結
・天井と壁との間に隙間を確保

主な耐震対策の内容

●対策の対象となる吊り天井（特定天井）
人が日常的に利用する場所にあり、
右記の要件に該当するもの

高さ：6m超

面積：200㎡超

天井の重量：2㎏/㎡超

背  

景

障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適正に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送るこ
とができる社会の実現に向け、国全体で着実な取組が展開されている状況下で、愛知県の実態は、民間企業の
法定雇用率2%に対して1.88%、全国44位。対象企業の8割超の中小企業で特に、50～99人規模で1.32%、
100～299人規模では1.58%の未達であり、県としての中小企業での雇用促進に向けた支援策の必要性に
ついて質問。

質問
❶ 障害者雇用対策における昨年度の取組と評価について伺う。

回答
❶

•障害者雇用の促進については、企業等への雇用要請、障害者雇用対策強化部会による関係機関と連携した施
策の推進、県独自に養成した就労支援者による雇用促進・職場定着の支援、障害者就職面接会や障害者ワー
クフェアによる雇用拡大等を柱に取組んでいる。
•障害者雇用に対する理解を高めることを目的としたトップセミナーを今年1月に開催し、一昨年度の参加者数
を大幅に超える408名の方が参加。
•特例子会社による障害者雇用事例の発表を実施。中小企業における障害者の詳細な雇用事例を聞きたいとの
声に対して、今年度のセミナーには、より具体的な事例を紹介する予定。
•障害者の就職面接会を、名古屋・尾張地区を始め、西三河、東三河地区で計5
回開催し、1，448名の方が参加。就職面接会では、約1割の方が就職につなが
っており、今年度は新規企業の発掘を進めるとともに、より多くの障害者の方に
ご参加いただけるよう、周知に取組んでいく予定。
•障害者就労支援事業として、企業と障害者の双方を支援する就労支援者を、新
たに37人養成し、支援回数も一昨年度の2倍を超える362回実施。今年度も就
労支援者を更に30人養成し、障害者の雇用促進・定着支援を進めていく。

質問
❷ 中小企業の障害者雇用促進に係る具体的な支援策について県としての考えを伺う。

回答
❷

•中小企業に対しては、きめ細かい支援を行うことが重要と考えている。
　今年度は、就労支援事業などを推進することに加えて、新たに中小企業を対象に障害者雇用に関する困り事
等を気軽に相談できる窓口を就業促進課内に開設するほか、障害者雇用の専門家と県職員が中小企業を訪問
し、障害者雇用の重要性や受入のノウハウなど、その理解を深めてもらうための情報提供や啓発等を行い、中
小企業の障害者雇用を促進していく。
　また、中小企業の障害者雇用率向上に向け、障害者雇用が進まない要因を把握、分析する必要があり、例え
ば、中小企業における障害者に適した業務の選定や、実際に障害者雇用の現場を体感していただける機会の
創出などについて調査してまいります。その上で、中小企業の障害者雇用の促進に有効な施策の検討を行い、
今後の施策に反映させていきたい。

愛知県の障害者雇用の現状
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民間企業に対する障害者雇用促進に向けた取組について
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主な活動

5/14 連合愛知三河西地協メーデーフェスタ 6/5 安城市消防団消防操法競練会 6/10 安城市老人クラブゲートボール中央大会

4/8 安城TCM会にて県政報告 4/9 愛三工業労組議員交流会 5/8 安城市発展祭

衣浦豊田道路（国道419号）高浜立体事業
事業の目的

　一般国道419号とこれにつながる247号は、碧南、高浜、刈谷、知立、豊田の
各市を結び、衣浦臨海工業地帯や内陸工業地帯を縦貫する主要幹線道路であ
り、伊勢湾岸自動車道・東名高速道路と接続し、沿線地域の交通の円滑化と産
業・経済の発展を支える重要な路線です。
　高浜市の衣浦大橋東交差点は、衣浦港を渡る衣浦大橋の東に位置し、一般
国道247号と419号が交わる交通の要衝であることから、朝夕に慢性的な交
通渋滞が起きており、県内でも有数の渋滞箇所となっています。
　この高浜立体は、渋滞緩和による交通の円滑化や交通安全の向上を図るこ
とを目的に、衣浦大橋東交差点と隣接する衣浦大橋北交差点・寺下橋南交差点
の三つの交差点を跨いで、南北方向に直進立体化する事業です。

事業の概要

立体部の延長・幅員等
事業延長1,600m （うち、橋梁区間887m）
幅員8．5m 2車線（片側1車線）
事業期間：平成19年度～ 平成29年度（供用予定）

立体部整備後の道路通行形態
立体部を利用する車は、三つの信号交差点を跨いで南北方
向（碧南方面⇔刈谷方面）に直進する通行のみとなります。
立体部を利用しない車は、信号交差点の直進・左折・右折な
ど、これまでと同様の通行となります。

高浜市

衣浦大橋

位置図

高浜立体
事業延長L=1,600m
橋梁区間L= 887ｍ

高浜立体 側面図
立体部 断面図

1 2

幅員8.5m

衣浦臨海鉄道

3.5m0.75m

至 碧南 至 刈谷




