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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

旧年中は、格段のご支援・ご指導を賜り誠に有難うございました。
本年も、よろしくお願いします。

新年明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。

オールアイシン
労使政策制度フォーラム
 2017.11.28 開催

「みんなで考えよう超高齢社会」「みんなで考えよう超高齢社会」
～超高齢社会の中で、私たちができること～～超高齢社会の中で、私たちができること～

第53回

　11月28日（火）刈谷市産業振興センターにおいて日頃からご支援・ご指導いただいている企業の従業員をはじ
め、行政関係の方々も招き総勢275名参加のもと「第53回オールアイシン労使政策制度フォーラム」が開催さ
れました。
　今回のフォーラムは「みんなで考えよう超高齢社会」をテーマに、あいち県民の森 健康科学総合センター 
センター長 津下一代氏の基調講演をはじめ、安城市 福祉部 高齢福祉課 天野洋子氏をお招きし、超高齢社会
が与える影響や課題を認識した上で企業・行政・市民それぞれの立場での行動のきっかけとなることを目指し参
加者の皆さんと一緒に学びました。

　第1部では、基調講演として、津下一代氏より「健康寿命の延伸とみんなが安心できる社会保障のために!」と
題し、専門家の立場で「現在の介護事情」や「現在の社会保障の問題」をはじめ、行政機関で進めている「地
域包括ケアシステム」で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられる方法について講演をしていただきました。

　第2部では、行政の「介護・高齢者福祉制度」やアイシン精機を事例とした「介護と仕事との両立に関する労
使の取り組み」を交えながら、組織内議員の方々もパネラー役として、会場の参加者と共に「超高齢社会の中で、
私たちができること」をテーマに、パネルディスカッションを行いました。 私たちの在住する近隣市が取り組む地
域包括ケアシステムの紹介に加え、介護保険制度について学ぶと共に、民間企業で働く人達の様々な職場環境
や家庭環境がある中で、企業・行政・地域の立場で私たちが出来る行動や考え方について意見交換しました。

総合司会　嶋口県議 基調講演をする津下一代氏 パネルディスカッション



民進党愛知県議員団として取りまとめた「平成30年度施策及び当初予算に対する
提言」を大村知事に提出しました。最重点要望事項は以下のとおりです。

1 行財政改革の推進
　行財政改革を推進するため、以下のとおり取り組むこと。
（1）未利用県有財産の効果的な利活用を促進するため、民間活力

を一層生かした総合的な戦略を策定し、部局の枠組みにとら
われることなく取り組みを推進すること。

（2）公共施設等総合管理計画に基づく、施設類型ごとの長寿命
化計画（個別施設計画）の策定の前倒しを行い、早期に費用
見通しを立てることで、持続可能な財政基盤の確立に向けて
取り組むこと。

（3）業務のペーパーレス化や職員のID化など、県庁業務の見直
しを細部まで徹底すること。

6 農林水産物のブランド化及び
6次産業化の推進

　県産農林水産物のブランド力向上及び6次産業化推進のため、以下のとお
り取り組むこと。
（1）「いいともあいちブランド力強化事業」や「あいちの農林水産フェア」等を通

じて国内のブランドイメージの構築に努めるとともに、アジア圏を中心とし
た販売ルートの確立を支援すること。

（2）6次産業化プランナーの増員等を行い、6次産業化サポートセンターを核
とした体制を構築することにより、農林漁業者への切れ目ない支援に取り
組むこと。（単年度事業の継続ではなく、常に相談に応じられるような体制
を構築すること。）

　特に、加工・観光農園・農家民宿・農家レストラン分野の強化に積極的に取り
組むこと。

8 教員の多忙化の解消と良好な
教育環境の整備

　「教員の多忙化解消プラン」に沿って教員の長時間勤務を改善し、良好な教
育環境を実現するため、以下のとおり取り組むこと。
（1）勤務時間を適正に管理する体制を構築すること。
（2）教員が携わっている業務の内容や時間を明確にし、教育業務に必要な教員

や、補完的業務の担当者、専門スタッフを適切に配置すること。
（3）学校教育と家庭・地域教育において、教員、家庭、地域それぞれの役割分担

を促す活動を進め、教員の学校外での負担を軽減させること。
（4）業務改善支援チームによるモデル事業の効果を見極め、効果ある業務改

善事例を他校にも展開して県内全体の業務改善を図ること。

9 交通事故防止対策の推進
　交通事故を未然に防止し、交通死亡事故を抑止するため、以下のとおり取り
組むこと。
（1）より高度な交通事故の分析に取り組むとともに、その結果に基づいた効果

的な交通事故防止対策を推進すること。
（2）横断歩道における誘導ブロック（エスコートゾーン）や視聴覚障がい者用の機

能が付加された信号、通学路のゾーン30の整備など、障がい者、高齢者、子ど
もなど交通弱者に配慮した安全確保対策を推進すること。

（3）近年の自転車事故の多発に鑑み、自転車利用者の規範意識の醸成を図る
とともに、悪質・危険な違反行為は看過することなく指導・検挙するなど自
転車事故防止対策を強化すること。

（4）車両運転中の「ながらスマホ」の危険性に関する広報啓発活動に引き続き
取り組むとともに、悪質な運転者に対する指導・取締りの強化を図ること。

　また、「歩きスマホ」の防止対策にも積極的に取り組むこと。

5 自動運転の推進
　「自動車安全技術プロジェクトチーム」や近未来技術実証特区
「自動走行実証プロジェクト」の取り組みを通じて、自動運転に関
わる技術開発を後押しするとともに、「あいち自動運転推進コン
ソーシアム」による一元的な支援体制の整備を進めること。

3 国際観光都市を目指した
取り組みの推進

　「国際観光都市としての機
能整備に関する研究会」では、
中部国際空港エリアを中心
としたMICE誘致に係る具体
的な検討を行うこと。
　一方で、カジノが及ぼす影
響については慎重に対策を
研究すること。

4 地域包括ケアシステムの構築
　地域包括ケアシステムの
モデル事業の効果・課題を県
内市町村、関係団体等へ周知
するとともに、国立長寿医療
研究センターを活用した支援
体制の構築に取り組むこと。

2 局地的大雨対策の推進
　近年多発する局地的大雨（いわゆ
るゲリラ豪雨）による被害を減少させ
るため、これまでの想定雨量等にとら
われることなく、異常気象に対応した
雨水貯留浸透施設整備や下水道整備
等の流域対策などを促進すること。
　さらに、避難勧告の在り方や防災マ
ニュアルなど、ソフト面の対策も再検
証し、適切な対策を講じること。

7 道路整備の推進
　道路インフラの老朽化対策を確実に行うと
ともに、主要幹線道路未整備区間については
早期整備を図ること。
　また、一昨年10月に愛知道路コンセッショ
ン株式会社（ARC）に運営移管した有料道路8
路線についても、県内道路交通ネットワークの
一翼を担う重要路線であることから、利用促
進・沿線地域の活性化に向け、インターチェン
ジ・パーキングエリアの新設や沿線地域との連携事業などが確実に遂行され
るよう、指導・監督を積極的に実施すること。

その他の提言内容は県議団ホームページで
ご覧いただけます。

「南海トラフ地震対策」について主な質問❶

「地域包括ケアシステムの推進」について主な質問❷

Q 国は南海トラフ沿いで異常現象が観測された場合の新たな防災対応に動き出したが、
この一連の動きに対し本県はどのように対応するのか？

「ラグビーワールドカップ２０１９」について主な質問❸

Q 大会開催まで残り２年を切り、豊田スタジアムでの対戦カードも公表されたが、
大会成功に向けての県としての取り組みは？

Q 地域の住民の方々に地域包括ケアシステムの理念を知っていただき、地域で高齢者を
支える担い手となっていただくために、どのような取り組みを進めていくのか？

代表質問
　12月議会が12月1日から12月20日までの会期で開催され、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天野正基議員（小牧市選出・3期）
が登壇し、県政運営に関する諸課題について県の考えを質しました。

　気象庁が11月から運用を開始した、南海トラフ沿いで異常現象が観測さ
れた場合の「南海トラフ地震に関連する臨時情報」に対する本県の対応とし

ては、先ずはこの情報を市町村や防災関係機関に対し確実に伝達するとともに、県民の皆
様に対しては、家具の固定や避難場所・避難経路の確認など、日頃の地震への備えについ
て再確認いただくよう広く呼びかけを行う。
　また、新たな防災対応の具体化に向け、国がモデル地区での検討を実施しており、この
地域でも中部経済連合会などを構成員とする「南海トラフの地震観測に基づく新たな防
災対応中部検討会」が設置され議論が開始されたので、本県としても、より実効性のある
対応となるよう、必要に応じて意見を述べるなど、積極的に協力していく。

大村知事
 答　弁

　大会機運の醸成に加え、選手や観戦客をスムーズに会場へ送
り届けるための交通輸送計画やボランティアの募集・育成など、

運営を支える部分での準備も本格化させる。
　また、豊田スタジアムでプレーする各国代表選手が持てる力の全てを発揮
できるよう、最高のコンディションを提供するとともに、国内外からの観戦客
の誘客、おもてなしに地域を挙げて取り組み、感動を呼び起こし、記憶に残る
大会となるよう万全の準備を進めていく。
　更に2019年には「あいちトリエンナーレ」も開催されることから、愛知か
ら世界に向けて、芸術とスポーツを発信し、愛知を大いに盛り上げていきたい。

大村知事
 答　弁

代表質問する天野議員

　現在、各市町村では地域の生活支援サービスの充実・
担い手の拡大に向け、ニーズの把握や担い手の養成研

修などを行う「生活支援コーディネーター」の配置を進めており、県で
はその養成や資質向上を図る研修を実施してバックアップしている。
　今後も、地域における支え合いへの参加を促進する普及啓発や人材
育成などに取り組み、地域包括ケアシステムの構築をしっかりと進め
ることで、健康寿命を伸ばし、自らの意欲や能力に応じて活き活きと暮
らせる生涯現役社会、すべての「人が輝く愛知」の実現を目指していく。

大村知事
 答　弁

答弁する大村知事

地域包括ケアシステムのイメージ

医療ケア・サービスの
提供

介護ケア・
サービスの提供

活動の場の提供

通院・入院

地域包括
支援センター
ケアマネジャー

自治会や
ボランティアへの参加

通所・入所医療

住まい

生活支援
介護予防

介護

安心・安全で活力ある社会づくりを目指して!!平成29年12月
定例議会
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主な活動

ワシントン州ミッション団
との意見交換

連合愛知三河西地協
街頭活動

ユタカクラブ議員協議会
研修会

全トヨタ労連政推連総会・
政策勉強会

特別委員会県内調査

補正予算 1,800千円（新規）
（外に債務負担行為 7,200千円）

あいちオレンジタウン構想推進に関する調査の実施あいちオレンジタウン構想推進に関する調査の実施
～国立長寿医療研究センターの機能強化に向けて～～国立長寿医療研究センターの機能強化に向けて～

主な
議案1

　認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続けることができる「認知症に理解の深いまちづくり」（あいちオレンジタウン構想
〔平成29年9月策定〕）の実現をめざし、国立長寿医療研究センターの認知症リハビリテーション機能等の強化を図るため、構想
推進のコーディネーターを担う県として、老朽化・

きょう
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隘 

か

化した病棟の建替計画等に関与し、支援するための調査を実施します。

○あいちオレンジタウン構想とは
　保健・医療・福祉の専門機関が集積する「あいち健康の森」とその周辺地域が一体となって「認知症に理解の深いまちづく
り」の先進モデルをめざす取り組み。愛知県が取り組み推進のコーディネーターを担う。
○国立長寿医療研究センターについて
　同構想において、中核的な役割を担っているが、昭和40年代に建てられた国立療養所中部病院時代の建物の老朽化・

きょう

狭
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隘 

か

化が課題となっており、外来棟・病棟を段階的に整備する建設計画が進行中。外来棟は平成29年度中に竣工予定であるが、
病棟は建設費の高騰等の影響を受け、再来年度着工が困難な状況。
○国、長寿研、県による会議を設置し、支援調査を踏まえて、建替計画等について検討を進めていく。

1. 支援調査の内容
・病院機能強化等のための建設計画の検討
・病棟建替に向けた資金調達手法等の検討

2. 調査時期
・平成30年2月～平成31年1月

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

補正予算 6,800千円航空宇宙産業における県内企業の海外販路開拓を
積極的に支援します
航空宇宙産業における県内企業の海外販路開拓を
積極的に支援します

主な
議案2

　航空宇宙産業の海外販路開拓を支援する中核組織の機能強化を図るとともに、欧州の航空機産業クラスター・自治体・企
業の情報収集を行い、県内企業の海外販路開拓を積極的に支援します。

○専門職員の配置
・（一社）中部航空宇宙産業技術センターを中核組織と位置づけ、海外販路開拓マネージャー

や専門アドバイザーの新たな配置により機能強化を図り、欧州の航空機産業クラスター・自
治体・企業との連携強化や県内企業の情報発信・海外企業のニーズ収集を実施します。

・センターに在籍するコーディネーターを活用し、県内企業が海外取引に対応するための
助言・指導を行います。

○海外クラスター等の情報収集
・シンガポール・エアショー2018（平成30年2

月6日～11日）での交流会の開催や展示ブー
スの訪問を通じて、欧州の航空機産業クラス
ター・自治体・企業の情報収集を行います。

県、名古屋市、（一社）中部航空宇宙産業技術センターで実行委員会を立ち上げ、以下の取り組みを実施します。

シンガポール・エアショー2016に
おけるエアバス機の実機展示

（一社）中部航空宇宙産業技術センターの概要
・会　長：豊田鐵郎（（一社）中部経済連合会会長）
・所在地：名古屋市中区栄2-9-26ポーラ名古屋ビル10階
・構　成：愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、（一社）中部経済連合会、三菱重工業㈱、川崎重工業㈱、㈱SUBARU 等
・事　業：航空宇宙産業に関する調査・研究事業、情報収集・提供及び普及啓発事業、技術支援・人材育成事業 等


