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皆様には日頃より福田よしおに温かいご支援を賜
り心から感謝申し上げます。
４月１２日に行われました愛知県議会議員選挙で
は 13,596 票という多くのご信任を頂き、皆様のい
のちと暮らしを守り、安心安全な愛知をめざし議員活
動を始めました。５月臨時議会、６月定例議会を通じ
て、皆様にご報告と今後の活動予定などお知らせさせ
ていただきます。
さて、国政では戦後７０年の節目において安保関連
法制が衆議院では強行採決、参議院では日々審議が続
愛知県議事堂

き、これまでにない緊張と不安を感じる国会が続いて

います。これに対して民主党の愛知県議員団は名古屋市議団と共同で「違憲といわれる安全保障関連法
案の慎重審議及び政治権力が報道機関に不当に圧力をかけないように求める」決議を行いました。
一方、愛知県議会は「あいちの成長戦略」について、日本一の産業県「愛知」の役割や進むべき方向を
審議し、
「リニア中央新幹線、国産初のジェット旅客機 MRJ、世界初
の燃料電池車 FCV」に加え、
「観光(ハート・オブ・ジャパン)」も新た
な戦略産業と位置づけ、雇用の創出と拡大、次世代を担う若者や女性
の活躍など地域を元気にする好循環を実現し、東京一極集中から日本
をリードする愛知県をめざすことといたしました。
福田よしおは、日本をリードする安心安全な愛知県実現のため、9 月
定例議会で一般質問を予定しています。どうか、皆様には今後とも一
層のご支援とご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。

6 月定例議会

18 番

福田喜夫

(愛知県議会ホームページ http://www.pref.aichi.jp/gikai/)

愛知県議会６月定例議会は、６月１８日～７月７日に開かれ、総額 9 億 5 千万余円の補正予算案、条
例改正案、副知事の選任や名誉県民の選定などの議案を可決、成立させました。
補正予算には、
「ハート・オブ・ジャパン」を掲げ、海外での愛知の知名度の向上や訪日外国人の誘客事
業、ラグビーワールドカップ 2019 の開催準備費、交通事故抑止に向け、600 ㎞相当の停止線等の塗り
直し費が含まれています。条例改正では、より安心して公園を利用できるよう、ドローン飛行等、危険行
為を禁止する愛知県都市公園条例改正他１０件。吉本副知事に代えて、厚労省の課長の堀井奈津子氏を
選任、名誉県民にはノーベル物理学賞受賞者の赤﨑勇氏と天野浩氏を選定しました。

一般質問 「あいちの成長戦略について」
Ｑ 「日本一元気な愛知づくり」に向け、成長戦略をどの様に考えているのか？
大村知事 答弁
わが国の持続的な発展のためには、東京一極集中に歯止めをかけ
ていくことが不可欠であり、日本一の産業県である愛知こそが先頭
に立って、その役割を果たしていかなければならない。
愛知では、リニア中央新幹線・国産初のジェット旅客機ＭＲＪ・世
界初の燃料電池自動車 FCV といった日本の未来をつくるプロジェ
クトが既に動き出しており、これらに加え、観光も新たな戦略産業
と位置づけ、産業・経済をさらに強くすることで、若者や女性など
多くの人の働く場をつくり、その事で更に地域を元気にするという
好循環を実現して行きたいと考えている。

主な議案

一般会計補正予算について

（１）県営名古屋空港の航空機見学者受入拠点施設を整備(5 月臨時議会)
県営名古屋空港周辺は、日本初の国産ジェット旅客機であ
る MRJ が生産される我が国唯一の地域となる事から、航空
機の開発、生産の場という役割に加え、学校教育、社会教育
といった人材育成の場、産業観光の場を目指し、その中核と
なる航空機をテーマとした見学者の受入拠点施設を建設する
ための実施設計を行うとともに、国道４１号からのアクセス
道路の整備を行います。
【主な事業内容】
見学者受入拠点施設整備費（実施設計等） 98,000 千円
空港中央線整備費（４車線化に向けた詳細設計）10,000 千円

▲ 拠点施設の
完成イメージ

（２）交通死亡事故抑止に向け、交通安全対策を強化(6 月定例議会)
交通事故死亡者数は、全国ワースト 2 位（平成 27 年 6 月末
現在）であるものの、依然として大変厳しい状況であることから、
ドライバーの視認性を高め、交通事故抑止効果の高い道路標示の
塗り直しを行い、交通安全対策を一層推進します。
【主な事業内容】
道路標示（停止線・止まれ）の塗り直し（600 ㎞）180,000 千円
今回の補正により、今年度は昨年度の約 2 倍となる 3,347 ㎞分の一時停止標示
の塗り直しを実施するほか、様々な交通安全啓発事業を行う事により、12 年続
いている全国ワースト返上に全力で取り組んでまいります。

（3）その他の補正予算事業(6 月定例議会)
ア

ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会負担金

イ

国際コンベンション推進事業(ハート・オブ・ジャパン誘客促進事業)
・ 訪日外国人誘客情報発信事業費

75,812 千円

・ 国際会議等誘致情報発信事業費

8,188 千円

ウ

認定こども園施設整備費負担金

エ

三河青い鳥医療療育センター整備費

オ

地域創生人材育成事業
・ 介護人材育成事業費
・ 航空機製造人材育成事業費

カ

城山病院施設整備費

キ

小児保健医療センター施設整備費

66,667 千円

62,663 千円
162,609 千円
79,671 千円
6,141 千円
252,725 千円
52,737 千円

条例議案

愛知県条例の一部改正について

（１）愛知県都市公園条例の一部改正
・ 小型無人機（ドローン）の落下による事故発生の危険性が高ま
っていることなどから、公園利用者の安全を確保するため、他の
利用者に危険を及ぼす恐れのある行為を禁止します。
【禁止行為の今回追加事項】
○ 他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
［想定される禁止行為］
ドローンの飛行、ゴルフクラブの素振り、エアガンの使用等
（危険を及ぼす恐れのない場合を除く。
）

注：禁止行為をした者には罰則（1 万円以下の過料）が適用されます。
・第 32 回全国都市緑化あいちフェアの開催期間中(2015.9.12～2015.11.8)の愛・地球博記念公
園駐車場使用料の額の設定(平日は 400 円、土日、休日は 800 円)

（2）愛知県税条例の一部改正
国の法律改正に伴い、法人の事業税（外形標準課税）の割合変更と県たばこ税の特定銘柄の税率
を段階的に引き上げるものです。

（3）過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正
国の法律改正に伴い、過疎地域（豊田市小原、足助、旭、稲武地区と新城市作手、鳳来地区）の特
別償却設備を一定期間、県税免除の対象とするものです。

（4）住民基本台帳法施行条例及び愛知県個人情報保護条例の一部改正
マイナンバー制の実施に対応する改正と特例として生命、身体及び財産の保護のため必要のある
とき、特定個人情報を利用することができるようにする改正です。
（5）愛知県女性総合センター条例の一部改正
使用料の優遇措置に「女性の活躍企業等男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動のために
利用する場合」を追加するものです。（ホール 140,800 円→93,200 円）
（6）愛知県体育施設及び社会施設条例の一部改正
青年の家、美浜少年自然の家、旭高原少年の家の野外炊飯場を使う場合、宿泊が伴う場合のみ有料
でしたが、宿泊なしの使用料（200 円/人）を定めるものです。
（7）愛知県社会福祉施設条例の一部改正
第二青い鳥学園の名称変更（三河青い鳥医療療育センター）及び移転開所時期（平成 28 年 4 月 1
日）の変更によるものです。
（8）愛知県流域下水道条例の一部改正
下水道法及び水防法の条の変更に伴う字句の整理を行うものです。

（9）愛知県事務処理特例条例及び指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例の一部改正
省令の題名変更（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則）に伴い改正する
ものです。

副知事の選任について(追加上程)
副知事 吉本明子氏の辞任に伴い地方自治法第 162 条の規定に基づき選任に同意しました。
氏名

堀井奈津子（任期

平成 27 年 7 月 31 日～平成 31 年 7 月 30 日）

経歴

厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部外国人雇用対策課長

名誉県民の選定について
赤﨑氏及び天野氏は、強い絆で結ばれた師弟関係のもと、青
色発光ダイオードの高輝度化に必要となる窒化ガリウムの「高
品質単結晶」を実現し、これをもとに産学連携による実用化に
向けた研究を行い、20 世紀中には実現不可能と言われた青色
LED の発明に成功しました。
愛知県としては、本県を拠点とした長年の研究活動の成果に
より、ノーベル物理学賞を受賞し、
「愛知」の学術研究レベルの
高さを広く知らしめ、新たな産業と雇用の創出に貢献された事
を踏まえ、両氏に「名誉県民」の称号を贈り顕彰することを決
定しました。
● 赤﨑 勇 氏 [名城大学終身教授]
● 天野 浩 氏 [名古屋大学大学院教授]

その他の議案
（1） 工事請負契約の締結について
工事名
東浦住宅建築工事
工事概要 鉄筋コンクリート造９階建（６３戸）
請負者
サカイ創建
契約金額 610,200,000 円
（2） 訴えの提起について
事件名
奨学金貸付金返還請求事件
相手方
再三、督促しても返還の意思が示されない６１名（保証人含む）
請求概要 愛知県が国公立高校又は高校等奨学金貸付金の返還が延滞している者に支払いを
求めるものです。
（3） 損害賠償の額（81,000 円）の決定及び和解について
豊田市内で愛知県職員がフォークリフトを操作していて、籾殻倉庫の扉を破損させたものです。
（4） 東三河広域連合の公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の事務の受託について
愛知県が、東三河広域連合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事務を
規約で定め受託するものです。
（5） 公安委員会の委員の選任について
警察法第 39 条第 1 項の規定に基づき選任に同意しました。
氏名 立花 貞司 (名古屋商工会議所副会頭)
（6） 人事委員会の委員の選任について
地方自治法第 9 条の 2 第 2 項の規定に基づき選任(再任)に同意しました。
氏名 斎藤
勉 (弁護士)
平成 27 年 7 月 18 日県政報告会(東郷町)

意見書 (衆参両院議長及び内閣総理大臣始め関係大臣等に提出)
サイバー攻撃に対する情報セキュリティ対策の充実・強化についての意見書
医師確保対策の充実についての意見書
地方単独事業に係る国民健康保険の国庫負担調整措置の見直し等についての意見書
特殊詐欺被害防止対策の拡充についての意見書
訪日外国人旅行者の誘客促進についての意見書
障害者雇用対策の充実についての意見書
奨学金制度の充実についての意見書

