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未来に誇れる愛知を目指して！
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「みんなで考えよう超少子化問題」「みんなで考えよう超少子化問題」
～魅力ある子育て社会を目指して～～魅力ある子育て社会を目指して～

はぐみん

本年が皆様・ご家族にとって健やかな一年となりますようお祈り申し上げます。
防災対策や交通安全対策など、私たちの生活に大きな影響を及ぼす課題に
最優先で取り組んでまいります。
変わらぬご支援とご指導をよろしくお願い申し上げます。

　愛知県では、平成22年3月に、平成26年度までの5年間を計画期間とする「あいち はぐみんプラン」を策定し、
中長期的な視野に立った少子化対策について、若者の就学・就職、結婚・妊娠・出産、子育てまでのライフステー
ジに応じた体系を設けて施策を展開してきました。
　しかし、本県の平成25年の合計特殊出生率は1.47（全国1.43）で、回復傾向にはあるものの、安定的に人口
を維持できると言われている2.07を大きく下回っており、依然として少子化傾向が続いています。
　また、本県の平成25年の出生数は66,825人で、最も多かった昭和48年の125,395人と比べて約半分になっ
ています。今後、年少人口（0歳～14歳）と生産年齢人口（15歳～64歳）の割合が減少していくことによって、少子・
高齢化の更なる進行が予想されます。
　このような状況を踏まえて、平成27年に「あいち はぐみんプラン2015-2019」を策定し、中長期的な視野に立っ
た少子化対策を推進しています。（詳細については、愛知県H/Pをご参照下さい）

第51回 オールアイシン 労使政策制度フォーラム
（安城市文化センター）

パネルディスカッション
「魅力ある子育て社会を目指して」

基調講演
「なぜまだ結婚、出産しやすい国にならないのか」

パネラーの皆さん

明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます

県の取組について説明する
嶋口県議

第51回



愛知県の通学路対策について

　10月26日夕刻、一宮市で運転中に「ポケモンGO」を操作していたトラックに、下校中の小学生がはねられ死亡すると
いう痛ましい事故が発生。下校時の交通事故ということに鑑み、児童生徒の利用している通学路の安全点検、安全対策
について確認しました。

・愛知県では3,969箇所（名古屋市除く）を抽出、昨年度末までの対策率
は96%、この内、県として管理している道路316箇所については平成
25年度までに対策を完了しています。

平成24年通学路緊急合同点検

・平成26年度、関係3省庁は、緊急合同点検の持続的な実施に向けて、
全国の市町村で「通学路交通安全プログラム」を策定し、PDCAによ
る対策実施を進めてきています。
・愛知県では、平成27年度に、バス通学を行っている豊根村を除き、

53市町村でプログラムを策定し、取組を開始しています。
・対策としては、歩道の整備やガードレールの設置、路肩をカラー舗装す
ることにより歩行空間を明示する対策、更には、視覚性を確保するため
に街路樹の剪定や除草などの日常管理を含め、地域の特性やニーズに
即した対策を推進しています。

平成26年通学路交通安全プログラムの策定

●路肩のカラー舗装････････ 68箇所
●標識、路面標示の設置 ･･･ 124箇所
●防護柵の設置 ･･･････････ 21箇所
●路肩の拡幅 ･･･････････････ 7箇所

対策
内容

●その他 ･････････41箇所
●維持修繕工事 ･･･55箇所

合　計 ･････････ 316箇所
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「大規模展示場の運営」について主な質問❶

「事故危険箇所の改良」について主な質問❷

車両運転中の「ながらスマホ」対策の強化について主な意見書

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 大規模展示場は平成31年秋頃供用予定であるが、
利用促進に向けて県としてどの様に取り組んでいくのか？

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 平成３２年度を目標とする新たな第４次社会資本整備重点計画における
「事故危険箇所対策」に、今後県としてどのように取り組んでいくのか？

代表質問
　12月議会が12月1日～20日の会期で開催され、自由民主党・民進党の２会派が代表質問を行い、
民進党愛知県議員団からは政策調査会長の河合洋介議員（知多郡第一選挙区選出・2期）が登壇し、
県政運営に関する諸課題について大村知事の考えを質しました。

　12月議会では、９月議会から継続審議となっていた「平成27年度一般会計歳入歳出決算」をはじ
め16会計決算を認定すると共に、「一般会計補正予算」をはじめ38議案・7つの意見書を可決承認い
たしました。

　近年、携帯電話やスマートフォンの急速な普及に伴い、画面を見ながら歩いたり、自動車や自転
車を運転する行為、いわゆる「ながらスマホ」が目立つようになってきており、特に本年７月にス
マートフォン向けゲーム用アプリ「ポケモンＧＯ」が日本で配信されてからは、「ながらスマホ」を
する人が激増し、公共マナーや交通ルールを守らないことによるトラブルが多発するなど、社会
問題化しています。
　とりわけ、車両運転中の「ながらスマホ」については、重大な事故を引き起こす危険性が高く、本
県においても「ポケモンＧＯ」の操作が原因と見られる交通死亡事故が発生しており、今後も拡張
現実の技術を使った新たなゲームの登場も想定されることから、対策の強化が喫緊の課題となっ
ており、愛知県議会では車両運転中の「ながらスマホ」対策の強化を図るため、次の事項を全会一
致で可決し、国に意見書を提出いたしました。

1.車両運転中の「ながらスマホ」の危険性について、マスメディア等を活用して、効果的な広報を実施するほ
か、事業者に対して利用者への注意喚起を十分に行うよう促すとともに、事故防止対策として、全国的な
取締り強化や交通安全教育の拡充を図ること

2.道路交通法などの関係法令を改正し、車両運転中の「ながらスマホ」の行為に対する罰則を強化すること
3.事業者、有識者等とも連携し、事業者におけるシステム上の対策強化策について検討すること

議案 等

　本県展示場は、
愛知の産業力を

高めるためのインフラである
ことから、低廉な利用料金で
収支のバランスを取りながら、
幅広くご利用いただくことが
必要な施設である事から、料

金については首都圏・大阪の展示場の料金よりも安く、かつ、
稼働率が大阪並みの25％であっても収支均衡できる水準に
設定する。
　今後、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックにより、首
都圏の展示場が利用できない展示会も明らかになる予定であ
る事から、本県展示場の低廉な料金や使い勝手の良さなどを
アピールしながら、プロモーションを本格化させていく。
　そうした中、2020年に日本が初めて開催するロボット国際
大会「ワールドロボットサミット」の開催地をこの愛知県国際展
示場とすることが決定されたが、今回の決定を受け、経済産業
省や関係機関と連携しながら、本大会の成功に向けて全力で
取り組むとともに、本大会を契機とし、ロボット技術の向上、国
内外の企業や大学との交流、さらには様々な場で活躍するロ
ボットの利用促進を図り、本県及び日本のロボット産業の国際
競争力強化に繋げていく。

大村知事
 答　弁

　本県においては、国の指定を受けた「事故危険箇所」について、道路を拡幅し
て右折車線などを整備すると同時に、カラー舗装や路面標示により、ドライバー

に直接注意喚起する県独自の速効対策を導入するなどし、平成25年度に国の指定を受けた
130箇所については、抜本対策として整備中の４箇所を除き、本年度末までに全ての対策を
完了させる予定である。
　また、国の指定箇所に加え県独自の強化策として、毎年、新たに生じる危険箇所について
も速やかに対策を実施するとともに、その効果を検証し、次の対策に反映するなど、着実に事
故の削減を図っており、対策を実施した箇所では、事故件数を３割以上削減するなどの成果をあげてきた。

　さらに、国が昨年度に継続実施を決定した事故危険箇所対策についても、県独自
の取り組みとして、自動車の走行データを活用し、急ブレーキが多発している潜在
的な危険箇所を加えることにより、箇所数を約２割拡充し、事故を未然に防ぐ予防対
策へと強化を図るなど、新たな交通事故対策の立案を進めているところであり、今後
は国の指定が行われ次第、対策に着手し、幹線道路における交通事故の一層の削減
に向け取り組んでいく。

大村知事
 答　弁

代表質問する
河合洋介議員

答弁する大村知事

中部国際空港

中部国際空港駅

セントレア東I.C.

大規模展示場の完成予想図
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主な活動

10/16 アイシンAWファミリー
 フェスティバルに列席

11/13 県政報告会の開催 11/23 政策制度フォーラムにて
 司会＆県政報告

 定期大会での挨拶 10/10 羽布ダム小水力発電起動式典
 列席

10/14 民進党街頭県政報告会

第20回アジア競技大会がやって来る!! 【愛知・名古屋】 2026年9月18日～10月3日（仮定）
　2026年の夏季アジア競技大会の開催地が「愛知・名古屋」に決定さ
れました。日本での開催は、1958年の東京、1994年の広島以来、32年
ぶりの開催。東京五輪のように高騰する予算を、できるだけ既存施設を
活用するなど簡素で機能的な大会にしていく事が求められています。同
時に地域が一体となって、アジアを代表するアスリートに最高のパフォ
ーマンスの場を提供し、スポーツの振興・国際交流の促進、大会開催を
通じた人づくりなど、様々な効果を生みだし、愛知・名古屋のみならず、
日本全体の成長に貢献していく大会になるよう準備を進めていきます。 36競技

１． 負担経費 運 営 経 費 ４４０億円
 競技会場仮設整備費 １１０億円
 選手村仮設整備費 ３００億円
 　　合　　計 ８５０億円
　※うち行政負担は６００億円。その他は入場料
　　収入・スポンサー収入等の確保に努める
２． 負担割合　６００億円を 県：市＝２：１とする。
３． 選手村の整備　名古屋競馬場跡地に選手村
　 を整備するにあたっての県と市の負担割合を
　 １：１とする。
４． 瑞穂陸上競技場の改修　瑞穂競技場の通常
　 の運営に係る整備は名古屋市が行う。アジア
　 競技大会開催に伴う改築等に要する追加費
　 用は県が負担する。

アジア大会に係る県と市の合意事項 主な競技会場（想定）

　 競　技
水 泳
アーチェリー
陸 上
マラソン
バドミントン
バスケットボール
バレーボール
ハンドボール
サッカー
体 操
柔 道
ラグビー
テニス

　　　会　　場
名古屋市総合体育館
岡崎中央総合公園
瑞穂公園陸上競技場
名古屋都心コース
ウィングアリーナ刈谷
豊橋市総合体育館 他
愛知県体育館 他
テバオーシャンアリーナ 他
豊田スタジアム 他
名古屋市総合体育館
スカイホール豊田
瑞穂公園ラグビー場
東山公園テニスセンター

　 競　技
レスリング
野 球
ソフトボール
ボウリング
ボクシング
フェンシング
カヌー
ボート
卓 球
セイリング
ウエイトリフティング
射 撃
ゴルフ

　　　会　　場
岡崎中央総合公園
ナゴヤドーム 他
安城市総合運動公園
稲沢グランドボウル
春日井市総合体育館
大規模展示場
矢作川・保田ヶ池 他
長良川国際ボートコース
西尾市総合体育館
蒲郡海陽ヨットハーバー
吹上ホール
豊田下山射撃場
愛知カンツリー倶楽部


