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県政レポート ❾
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：産業労働委員会 副委員長
特別委員会：文化・スポーツ・観光振興対策特別委員会 委員
全トヨタ労連顧問・アイシン労働組合顧問・専門部員

取り組み❶

取り組み❷

実証区分 実施市町 実施予定地域又はルート 走行距離
（km）

遠

　隔

　型

警察庁
新ガイドライン

対応

名古屋市 地下鉄市役所駅周辺 －

春日井市 高蔵寺ニュータウン内 －

幸田町 幸田町民会館周辺 －

閉鎖空間内
刈谷市 第 4駐車場→刈谷ハイウェイオアシスバス停 0.5

あま市 あま市七宝焼アートビレッジ内 0.8

非
遠
隔
型

可能な限り
遠隔型を目指す

豊橋市 サイエンスコア→天伯団地→豊橋技術科学大学→ JAあぐりパーク食彩村 4.0

豊田市 どんぐりの里いなぶ周辺又は足助病院周辺 －

常滑市 イオンモール常滑→中部国際空港アクセスプラザ 1階空港バス乗り場 4.7

日進市 名鉄米野木駅→愛知牧場 3.0

非遠隔型のみ 岡崎市 こども発達センター→岡崎市民病院→三河青い鳥医療療育センター 3.0

　愛知県は、昨年度、県内15市町
の協力の下、交通事故の削減、地
域公共交通の活性化、渋滞の緩和、
国際競争力の強化等の自動車及び
道路を巡る諸課題の解決に大きな
効果が期待される自動車の自動走
行実証実験を実施。今年度は、最
新の技術開発動向を踏まえ、国の
規制緩和の動きに連動して、遠隔
型自動運転システムなどを活用し
た実証実験事業を全国に先駆けて
開始します。

平成29年度自動走行実証実験事業の実施について
遠隔型自動運転システムによる実証実験を実施

　愛知県及び県内31市町村によるコンソー
シアムを構成し、県内随所での自動走行の
実証実験を推進し、更なる自動走行システ
ムの技術レベルの向上や自動走行に係わる
社会的受容性の醸成を図っていきます。

あいち自動走行実証実験推進コンソーシアム（仮称）
カテゴリー 構成市町村 主な取組内容

Aグループ
（29年度実施グループ）

10
市
町

名古屋市、豊橋市、岡崎市、
春日井市、刈谷市、豊田市、
常滑市、日進市、あま市、
幸田町

・29年度県自動走行実証事業の実施
・実証実験可能ルート等の情報提供
・国公募事業等の情報共有

Bグループ
（3Dマップ

整備済グループ）

7
市
町

一宮市、安城市、犬山市、
豊明市、みよし市、
南知多町、設楽町

・実験実施希望者とのマッチング
・試乗会等の普及啓発イベント推進
・実証実験可能ルート等の情報提供
・国公募事業等の情報共有

Cグループ
（3Dマップ

整備希望グループ）

14
市
町
村

瀬戸市、碧南市、蒲郡市、
小牧市、新城市、知立市、
尾張旭市、高浜市、東郷町、
豊山町、大口町、飛島村、
武豊町、豊根村

・高精度3Dマップの整備（市町村）
・実験実施希望者とのマッチング
・実証実験可能ルート等の情報提供
・国公募事業等の情報共有

※１ 　　はモニター調査実施予定地域
※２ 岡崎市は昨年度と同一ルートの拡張
※３ 最終的な実証実験ルートについては、愛知県警や地元市町などとの調整により変更の可能性有
※４ 走行距離の記載がない箇所は、今後ルートを設定する際に確定



鹿乗川河川改修事業について 主要地方道
安城碧南線の安全対策事業について

「愛知環状鉄道の利便性向上」について

「油ヶ淵水辺公園」公園緑地整備事業について

Q1

産業労働委員会報告

「保育士確保に向けた取り組み」について

Q2

　今年度、私は、「産業労働委員会」と「文化・スポーツ・観光振興対策特別委員会」に所属し、産業労働委員会では副委員長
を拝命いたしました。ものづくり愛知の産業発展のため職責を果たしていきます。
　6月議会においては、補正予算として20,000千円を計上し、プロフェッショナル人材戦略拠点が行う人材ニーズ発掘と
マッチング支援を実施し、中小企業でのプロフェッショナル人材の活用をサポートする取り組みを推進していきます。

地
域
の
中
小
企
業

愛知県
プロフェッショナル
人材戦略拠点
公益財団法人

あいち産業振興機構内設置

連携

●企業の成長可能性に関する目利き
●企業との信頼関係

人材ニーズの
橋渡し

登録

地域金融機関 公的支援機関

企業
訪問

セミナー
イベント

経営改善
の提案

都市部などの
プロフェッショナル人材

求職者

民
間
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
事
業
者

訪問・
相談

人材像の
明確化

　（主）安城碧南線は、安城市と碧南市の中心市街地を
結ぶ幹線道路で大型車の交通量も多いが、当該区間は
通学路に指定されているにもかかわらず歩道が整備さ
れていないことから事故発生の危険性が高い区間とな
っています。このため、歩道設置を行い、安全な歩行空
間を確保し事故防止を図るよう工事を進めていきます。

▲プロムナードから駐車場を望む

▲プロムナードとバスシェルター
　（あんくるバス予定）

JR橋梁改築

埋蔵文化財調査、
下懸橋改築工

　岡崎市内では、JR交差
部において河道切り替え
のためのボックスカルバ
ートを施工中。本年度も
引続きJR本線直下のエレ
メント工事を進めていき
ます。

　安城市内では、7.2k付近の下懸橋
の改築を進めており、平成28年度は
下部工、旧橋撤去、水路等の付け替

え工事を実施。
　平成29年度は、橋梁上
部工、埋文調査等を予定。

① ②

現在の状況

　碧南市側においては、Eエリ
ア「水辺花園」に絞り、集中的に
整備を進め、休憩所の外講、園
路整備、などを進めています。
主な施設としては、ハス池管理
事務所兼休憩所兼トイレ・駐車
場等があります。

　油ヶ淵水辺公園は、愛知県で唯一の天然湖沼であり、西三河で唯一の県営都市公園として整備を進めてきており、現在、
平成30年度早々の新規一部開園に向け工事を進めています。

　安城市側においては、Bエリア「自然ふれあい生
態園」に絞り、集中的に整備を進め、駐車場や園路
の舗装、植栽、電気設備、休憩所の建築工事を精力
的に進めてきています。主な施設として、駐車場、プ
ロムナード、バスシェルター、野鳥をモチーフとした
テント形式の大型休憩所、野草広場等があります。

　民進党県議団を代表して、総務会長の日比たけまさ議員（春日井市選出）が、県政全般の課題に
ついて知事に質問しました。主な質問内容は以下のとおりです。

・愛知環状鉄道に接続するすべての路線でICカード乗車券が使えるようになり、愛知環状鉄道への導入を望む声はこ
れまで以上に高まっていると認識。
・愛知環状鉄道㈱では、導入する場合の投資額や経営に与える影響などについて検討を進めた結果、国庫補助金を活
用することにより、ICカード乗車券を導入する方針を固めたところである。
・県としても早期導入に向け、沿線市とともに国庫補助金の確保に向けた要望活動を行うなど、会社の取り組みをしっ
かりと支えていきたい。

愛知環状鉄道では『ICカード乗車券』が導入されていないが、鉄道会社への出資者として県が
積極的に取り組む必要があるのでは?

産業労働委員会の開催風景

6月定例議会

大村知事答弁

・本県における保育所等に勤務する保育士は、非常勤を含め平成26年4月に対し2,390人増加し、平成28年4月1
日現在では28,725人となっている。
・待機児童解消に向けた保育士の更なる確保に向け、今年度「子ども・子育て支援事業計画」の中間見直しを予定して
おり、保育の必要な子どもの見込み数と、それに連動する必要な保育士の見込み数の上積みを考えていく。
・新たに、中堅保育士の処遇改善や、保育補助者の配置を促進する保育補助者の雇用強化事業を実施するとともに、
引き続き潜在保育士への就職支援や学生への保育士修学資金の貸付などの事業を着実に推進。
・子どもが健やかに成長できる「日本一子育てしやすいあいち」の実現を目指していく。

保育需要が年々高まるなかで、待機児童の解消に向け保育士をどのように確保していくのか?

大村知事答弁

嶋口副委員長

日比たけまさ議員

大村知事



〒446-0059　愛知県安城市三河安城本町一丁目11番地1
TEL　0566-77-2874　　FAX　0566-77-2724

ホームページ　http：//www.giin-aiwu.com/shimaguchi/
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主な活動

5/18 安城ものづくりコンベンション2017 5/21 桜井町安城市合併50周年式典 6/10 連合愛知三河西地協ボーリング大会

国際競争力を強化する基盤整備
人の交流を支え地域を活性化する基盤整備成長力

衣浦豊田道路（国道419号）高浜立体事業 衣浦大橋西交差点の渋滞対策

▲平成29年度6月時点で、拡幅部の盛土完了

衣浦大橋左折専用橋による渋滞対策

衣浦大橋

高浜立体
事業延長L= 1,600m
橋梁区間L= 887m

　現在、衣浦大橋西交差点の北
進方向については、右折2車線
が確保されていますが、交差点
が手狭で、慢性的な交通渋滞が
発生しているため、交差点を西
側に拡幅し、右折車両の通行の
円滑化を図り、渋滞緩和につな
げる事業を進めています。

　高浜立体は、渋滞緩和によ
る交通の円滑化や交通安全
の向上を目的に、平成29年
度末の供用を目指し、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
る事業を進めています。

　衣浦大橋における西向き車線の渋滞を解消するた
め、下流側に新設橋を整備し西向き車線から南向き
に進む左折専用レーンを新たに追加し、直進車線を2
車線確保し渋滞緩和を図る事業を進めています。
　平成27年度より下部工事に着手し、高浜側から順
次橋脚工事を進め、橋脚1基を現在施工中です。本年
度は、新たに橋脚3基を発注し、早期完成できるように
進めていきます。

❶

❶

新設橋 既設橋

衣浦大橋西交差点

左折専用橋


