
『ウィズ・アフターコロナ時代』 多様な個人が主役の社会へ！
　私たちは、いつ収束・終息するかわからない新型コロナウイルスの猛威に直面しながらも、ワクチン接種をはじめ、あらゆる手段を
講じ、社会生活や経済活動への影響を最小限にできるよう、迅速な感染対策に努力しています。こうした社会や企業が危機的状況
に置かれている今こそ、これまでの常識や固定観念を捨て、発想の転換を図る必要があります。多様な個人の思い切った発想の
転換、活躍が既存の枠組みを超え自律的で持続的な社会を創生していきます。議員として、社会の一員として努力していきます。

　本県は、太陽光発電（10kW未満）の設備認定容量が約94万kW（2020年12月末現在）、
EV・PHV・FCVの普及台数が約2万5千台（2020年3月末現在）でともに全国1位となるなど
温暖化対策に関する県民意識は高いものの、製造品出荷額等43年連続全国1位（2020年度
現在）のものづくり県でもあるため、温室効果ガスの排出量が全国トップクラスとなっている。
こうした状況を踏まえ、本県のカーボンニュートラルの実現に向けた動きを加速するため、
「戦略会議」を設置した。

1 「あいちカーボンニュートラル戦略会議」の設置

カーボンニュートラル実現に向け待ったなし！  愛知県の新たな取組

　現在エネルギーは化石燃料由来が7割を超え
る状況。再生可能エネルギーへの転換など、国の
エネルギー政策は加速しなければならない。
また、私たち地方議員としてもカーボンニュート
ラルの実現とグリーンリカバリーを通じた地域
経済の活性化を推し進める必要がある。

■当日は、国会議員からは洋上風力、
太陽光等、再生可能エネルギーや水
素エネルギーへの構造転換の現状
の報告、地方議員からは次世代自動
車の普及促進に向けたインフラ整備
の取組など、様々な意見交換を実施。

全トヨタ労連に集う仲間（全ト、国・地方議員）とカーボンニュートラルについて議論！

　企業・団体から提案があった「カーボンニュートラ
ルの実現に資する具体的なプロジェクト案」から事
業化の優先度が高いと認められるアイデアを選定
することで、カーボンニュートラルの実現に向けた
新たなプロジェクトの創出を目指す。

　矢作川流域をモデルケースとし、“水循環”をキーワー
ドに、再生可能エネルギー等の導入による国土強靱化を
はじめ、森林保全・治水・水道からエネルギーまでを含め、
官民連携で総合的かつ分野横断的にカーボンニュート
ラルの実現を目指す。

2 第1弾 「矢作川カーボンニュートラル（CN）プロジェクト」に着手
●全国に先駆けモデル構築/愛知県

戦略会議の概要 〈あいちカーボンニュートラル戦略会議のイメージ〉

暮らし 事業活動 モビリティ エネルギー 森づくり・
木づかい

あいちカーボンニュートラル戦略会議

流域マネジメントとして、一つの施策に統合

（分科会）

※分科会は、学識経験者と関係課室の職員で構成する。

西久保
はまぐち誠
参議院議員

流域治水
・水循環
・流域治水
・グリーンインフラ
・防災・減災  等

・スマート水道
・安定供給
・官民連携の検討
・耐震化  等

・再生可能エネルギー
・カーボンニュートラル
・小水力発電
・蓄電池  等

水道事業 環境・エネルギー

★カーボンニュートラルの実現に向け、オールあいちで、オールジャパンで、世界へ挑もう！
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未来への責任未来への責任 警察常任委員会　産業イノベーション推進特別委員会



　昨年県内で発生した人身事故のうち、交差点の事故は全体の
４５％に上る。中でも歩行者と自動車の事故では、右折車が絡む
ものが、左折車の4倍以上となる３７７件あった。事故防止のた
め導入されている「歩車分離式」の信号は、車の待ち時間が長
くなり、交通量が多い交差点では使うのが難しかった。右折分
離式は、交通への影響を抑えつつ、右折車と歩行者の事故だけ
でなく、右折車と対向車の衝突防止を図ることができる。警察

委員会として、名古屋市内の「城山八幡宮前」「末盛通4」「本山」「唐山」「東山公園口西」の5カ
所が一斉に右折分離方式になった現地を調査した。確かに「安全性と円滑な通行の両立」が
図られている。昨年度中に21カ所まで増えた右折分離式を今後も設置していく方針。 

　　　　　入院が必要な患者に適切な医療が提供できず、県民の生命に関わる事
態が危惧されたことから、患者受入医療機関に対し、新型コロナウイルス感染症患
者の最大限の受入れと、必要な人員を確保していただくため、医師が延期可能と判
断した入院・手術の一時延期を依頼した。さらに、医療機関に病棟単位での病床確
保を要請し、新たに152床、うち重症者用病床13床を緊急的に確保した。これによ

り、９月10日には入院病床は1,722床＋α、うち重症者用病床183床＋αを確保することができた。また、宿泊療養施設につ
いても、新たに３施設519室を確保し、合計で６施設1,628室となった。

県はどのような取組を進めていくのか。

答　弁　　　　　ソフトバンク株式会社は、事業提案の５つのコン
セプトの１つに「Global（グローバル）」を掲げ、国内外での新事業
創出の実績を活かして、世界で活躍出来るスタートアップを
目指すプログラムを企画・運営するとともに、海外企業との
連携や誘致を行うほか、海外事業に精通し、多言語でコミュニ
ケーションできる「グローバル・コミュニティ・マネージャー」
を配置する。また、同社の海外10か国23拠点や、国内外
335社のグループ企業も活用して、これまで本県が培ってき
た海外との連携を、ソフトバンク株式会社が持つ更に大きな
ネットワークで上書きして、有機的な化学反応を起こしていく。

答　弁　　　　　県では、デジタル人材の育成を進めるため、県立
高等技術専門校において、2019年度、名古屋校にＩｏＴ人材
を育成する「組込みシステム科」を設置したのに続き、岡崎校
に、来年度から３Ｄモデリング科を設置、2025年度からロ
ボットシステムに関する訓練科を新たに設置する。また、離職
者等を対象とした民間教育訓練機関への委託訓練において
は、プログラミング等のデジタル活用分野の訓練を充実させ
ているほか、基礎的なＩＴの知識を身につけ、就職に結びつけ
られるよう、新たな取組として、産業界と連携して訓練カリ
キュラムの共同開発を行い、事業者の募集を今月開始した。

コロナ禍における医療提供体制の確保について質問１

次世代を見据えた産業の振興について質問2 アフターコロナを見据えた人材の育成について質問3

答　弁

森井幹事長 大村知事

「STATION Ai」における今後の海外連携の取組は。 デジタル人材の育成についてどのように進めるのか。

代表質問　森井幹事長

警察委員会　「右折分離式交差点現地調査」 

主な議案（臨時・定例議会）　若者への新型コロナワクチン接種の促進 主な議案（臨時・定例議会）　若者への新型コロナワクチン接種の促進 

　本県の県土は約4割が森林であり、その森林に占める人工林の割合は60％と
全国で3番目に高く、古くから林業が盛んな地域。その人工林は林業経営のため
だけではなく、山地災害防止機能、生活環境保全機能、水源涵養機能、地球温暖
化防止など、多面的機能を有しており、県民共有の貴重な財産。こうした貴重な
県内の森林を長期的な視点に立ち、守っていくためには、県産木材を優先的に循
環利用していくことが極めて重要。検討委員として様々な観点で議論し木材利
用促進条例を制定した。 

「愛知県木材利用促進条例」制定　 令和4年4月1日より施行

QQ

QQ QQ

予約なしで接種を受けられる、若者対象の接種
会場を開設 「あいちワクチンステーション栄」11

　１１月末までの接種完了を目指し、県が主体的に運営している大規模集団接種会場の開設期間を延長。

主な議案（臨時・定例議会）　新型コロナワクチン接種、大規模集団接種会場の開設期間延長 

大規模集団接種会場
愛知医科大学

メディカルセンター
（岡崎市）

藤田医科大学
岡崎医療センター
（岡崎市）

安城更生病院
（安城市）

豊橋中央会場
（豊橋市）

予約方法

使用ワクチン

〈 三河方面 〉

各市町村の予約システムで対応

モデルナ製ワクチン

大規模集団接種会場 バンテリンドームナゴヤ
（名古屋市）

県営名古屋空港
（豊山町）

藤田医科大学病院
（豊明市）

予約方法

使用ワクチン

〈 名古屋・尾張方面 〉

各市町村の予約システムで対応

モデルナ製ワクチン

条例検討委員会風景 

開設期間
現行

延長分

5月24日（月）から
9月30日（木）まで

5月24日（月）から
9月30日（木）まで

7月5日（月）から
9月30日（木）まで

10月1日（金）から
11月21日（日）まで

10月1日（金）から
11月21日（日）まで

10月４日（月）から 
11月17日（水）まで 

開設期間
現行

延長分

7月3日（土）から
9月30日（木）まで

7月3日（土）から
9月30日（木）まで

7月3日（土）から
9月30日（木）まで

7月10日（土）から
9月3日（金）まで

10月1日（金）から
11月19日（金）まで 

10月1日（金）から
11月19日（金）まで 

10月２日（土）から 
11月14日（日）まで 

10月1日（金）から
11月25日（木）まで

　新型コロナウイルス感染症関連の最新情報、新型コロナワクチンおよび副反応等の情報サイト
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愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト 検索愛知県　新型コロナ対策
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本山交差点 

10月1日からは、ヘルメットの着用の努力義務、自転車
損害賠償責任保険等への加入の義務が加わり全面施行！

自転車の安全で適正な
利用の促進条例

右折分離方式の信号の仕組み

場  所

期  間

愛知芸術文化センター 2階

2021年9月11日（土）～11月5日（金）

時  間 12時～20時

規  模 1日500人規模（モデルナ社製）

必要事項 市町村から送付された接種券の原本と身分証明書

接種会場 地域の基幹的病院、大規模集団接種会場

接種日程 接種会場と調整後、順次実施

若者へのワクチン接種の促進22

対象者

特　典

10月末までにワクチンの2回接種を完了した
20代、30代の愛知県内居住者

若い世代への接種を促進するためインセンティブを付与

ニューあいちスタンダードの認証店舗で利用できる
食事券（1人10,000円分）プレゼント

スケジュール

9月下旬
11月末日
12月上旬

インターネットによる申込受付開始
インターネット申込期限
抽選実施及び当選連絡、食事券の発送
（利用期限：2022年2月28日）

高校生等へのワクチン接種の促進33

対象学校種 県立学校：高等学校、特別支援学校高等部　
私立学校：高等学校、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程

生徒の安全・安心な学びを保証するため、接種を希望する高校生等への新型コロナワクチン接種を促進
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■愛知県の世代別の新規陽性者数（7月1日～8月24日）と
　ワクチン接種率  （愛知県調べ）

ワクチン接種率が高い ➡ 新規陽性者が減少！
ワクチン接種率が低い ➡ 新規陽性者が多い！

陽性者数 接種率

ワクチンの接種率が高い
➡ 新規陽性者が減少

新規陽性者が多い！



　本年度は、再現可能かつ持続可能なビジネスモデルの構築を目指し、3地域で実証実験を
実施。中部国際空港島では、公道と空港制限エリアにおいて一元的な遠隔監視の下で2台の
自動運転バスを同時運行させるほか、モリコロパーク（愛・地球博記念公園）では、リニモの駅
から園内目的地までを自動運転車でつなぐ。さらには、名古屋市内では、都心の幹線道路を
含むルートにおいて約3か月の自動運転車両の運行を行い、都心での自動運転技術を用いた
モビリティサービスの実現を目指す。

2021年度 自動運転実証実験の実施 

　新政あいち県議団では、２０１９年にプラスチック問題研究部会を立ち上
げ、プラスチックごみ問題等への対応について様々な観点から議論を重ね
てきた。その活動の一環として個人、諸団体、全市町村に協力を願い独自の
アンケート調査を実施した。ご意見は今後の施策、提言に生かす。

プラスチック問題研究部会の取組

　多くの県民が自然界に散乱したプラスチックごみは、海洋生物
や生態系へ悪影響を与えることを懸念している。まずは分別回
収を徹底し、リサイクルすることで資源循環型の社会を目指すこ
とが重要。また、環境負荷の少ない代替品の開発も必要となる。
さらには行政として正しい情報による啓発活動は欠かせない。

～社会実装可能なビジネスモデルの構築を目指して～

便利なプラスチック。でも「生態系への影響」「リサイクル」など、使用済みのプラスチックの課題は山積！

プラスチックごみの課題と対応

モデル類型

実証地域

実証テーマ

ショーケース
常滑市

中部国際空港島内
公道と空港制限エリアの

同時運行・管理

集客施設
長久手市

モリコロパーク

リニモ駅から園内目的地への
シームレスな移動

都心
名古屋市
鶴舞周辺
都心における

自動運転を利用した移動
見通しの良い車内

ハンドル・ブレーキ等なし

乗り心地の良い座席

生態系へ悪影響 プラスチックごみの現状

Q

A
A A A

プラスチック問題
への関心度は？

Q プラスチック利用で1番大きな
課題は？

Q【個人】として特に取組む
べきことは？

Q【社会】として特に取組む
べきことは？

88% 62% 68% 69% 79% 81% 72%

【個人】 【個人】 【個人】

関心がある ・ プラスチックごみの海洋生物への影響
・ マイクロプラスチックの生態系への影響

・ マイバッグ・マイ水筒等の利用
・ ゴミの分別

・ プラスチック代替品の開発・流通
・ プラスチック製品の削減

渡刈クリーンセンター視察特集レポート

【団体】 【団体】 【団体】

貨物地区と空港制限エリア
の2ルートを1か所の遠隔席

から一元管理

運行管制システムにより、
複数の走行ルート、運行ダイヤ、
配車台数を自動設定

約3か月の運行による
一般車両との混在交通での
自動走行に係る知見蓄積

特　徴

車　両

試乗車
Nanamobi
（ななもび）

住所変更・ご意見等ございましたら、下記までご連絡下さい。
また、お近くにお越しの際は、お気軽にお立ち寄り下さい。
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ホームページを是非、一度ご覧ください。 http://www.giin.biz/nishikubo/ 西久保ながし 検 索


