
厳しい時代こそ、創造性を発揮し、新たなアイデアを！
　令和４年、新たな年がスタートしました。私たちは、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、様 な々感
染対策を行い日常生活や経済社会活動の維持に努力してきました。コロナ禍の厳しい中においても、人工呼吸器や防護具など、
医療機器や医療用物資など急遽な需要に対応するため、多くの企業が創造性を発揮し、新たなアイデアを生み出して、これらの
製品の開発・製造にあたり成果を挙げてきました。引き続き、全員の知恵と工夫で厳しい時代を乗り越えていきたいと思います。

　各自治体が、グリーンリカバリーを通じて、電動車などの次世代モビリティの普及や、デジタ
ル社会の実現を前提に、それぞれの「まちづくり」のあり方を描き推進していく必要がある。
私たち全トヨタ労連に集う地方議員は、自動車産業が直面する厳しい環境を鑑み、自動車関
連出身議員として各自治体で積極的な取組を進めているが、愛知県との緊密な連携が不可
欠と考え、大村知事に要望書を提出した。

「カーボンニュートラルの実現を通した地域経済の活性化と魅力ある地域づくり」

カーボンニュートラル実現に向けての知事要望 

●次世代モビリティサービス提供の積極的な推進
●CASE、MaaSの新しい領域の実証実験
●自動運転、パーソナルモビリティ等、新技術開発
●信号制御やITSの更なる高度化…等、6項目

●カーボンニュートラルの正しい理解の促進
●電動車（ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶ）の普及促進
●充電インフラ・水素ステーションの整備加速
●蓄電・給電機能の活用促進
●業態転換への支援…等、8項目

■大村知事コメント
　脱炭素型のエネルギーをどう作るのかが一番のネックになると思う。それを
どう解決していくか。ということも含め、エネルギー分野、モビリティ分野、生産
の向上段階など、ライフサイクルアセスメントでどれだけ省エネできるか。
それから、根っこのエネルギー分野でどうやっていくか。さらに言えば、CO₂を
吸収するという意味では、森林整備なども当然やっていかなければいけない。
今日の要望をしっかり受け止めて、取組んでいく。

モビリティ社会
の実現

2

カーボン
ニュートラル
への対応

1

要望書提出

懇談風景

岡崎市議会議員
加藤 嘉哉

岡崎市議会議員
原 紀彦

西尾市議会議員
犬飼 勝博

岡崎市議会議員
三宅 健司

岡崎市議会議員
柴田 敏光

岡崎市議会議員
井村 伸幸

岡崎市議会議長
加藤 学

岡崎市議会議員
鈴木 英樹

岡崎市議会議員
井町 圭孝

岡崎市議会議員
佐藤 哲朗

幸田町議会議員
田境 毅 

連合三河中地協の仲間の議員とともに頑張ります!20222022

★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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専門調査機関に委託し、再生可能エネルギーの調査分析を行い、本県における実現可能性を調査

○再生可能エネルギー（太陽光・バイオマス・水力・風力等）に係る実態把握、課題整理
○シミュレーション等を用いた本県における将来の実現可能性の検討・分析
○本県に必要な取組、施策の検討

各地へ供給

地域の
防災活動拠点

被災地域

　　　　　第５波では、自宅療養者が２万人に迫るほど急増し、体温や血中酸素飽
和度、症状の有無等を確認する日々の健康観察業務に多くの時間を要した。今後、
初回の健康観察については保健所職員が行うが、軽症者や無症状者の２回目以降
は外部委託を進め、より専門性が必要な疫学調査や入院調整業務に保健所職員が

従事できるようにする。また、感染拡大時には、夜間の入院調整業務を本庁に一元化し、業務の効率化を図るとともに、自宅
療養者と連絡がとれなかった際の訪問による状況確認を市町村と連携して実施し、容体の急変等にも迅速に対応していく。

第５波までの保健所の取組について、検証し、次の大規模な感染にどのように
備えていくのか

答　弁　　　　　シンガポールで実用化されている自動運転車両
を取り入れ、鶴舞の幹線道路において、長期間にわたって地
域の移動手段として活用する全国初の実証実験を行った。今
後は、安心・安全な自動運転社会を実現するため、国内外の
技術・ノウハウを結集し、社会実装に向けた取組を更に加速
していく。具体的には、安心・安全で継続的に運行可能なビジ
ネスモデルを構築するため、歩行者等の安全確保策や悪天候
における更なる走行性能の向上はもとより、交通事業者や地
域の集客施設などをはじめ幅広いプレーヤーの連携を促し、
社会実装を見据えた、より先進的な実証実験に挑戦していく。

答　弁　　　　　中学生が学びたいと思える学校や生徒が主体
的に学べる学校、時代の変化に対応した新しいタイプの学
校、地域の期待に応える学校を目指すほか、外部の専門機
関と連携した教育体制の構築を基本的な考え方に据えて、
今後の取組を進めていく。時代の変化に対応した新しいタ
イプの学校として、２０２３年度から、例えば、犬山南高校で
は、ＤＸ人材や起業家マインドをもった人材の育成に、また、
豊川市の御津高校では、外国とつながりのある生徒や特別
な支援が必要な生徒など、多様な生徒を受け入れてインク
ルーシブな教育に取組んでいく。

新型コロナウイルス感染症の克服に向けて質問１

自動運転の推進に向けた取組について質問2 魅力ある県立高校づくりに向けた取組について質問3

答　弁

日比政策調査会長 大村知事

自動運転に関する実証実験の意義や課題は何か 県立高校の魅力を高めるため今後どのように取組むのか

代表質問　日比政策調査会長

主な議案　再生可能エネルギーの実現可能性について調査を実施

警察委員会県内調査　ドッグウィズ（東海警察犬訓練所）等

決算委員会　令和２年度決算審査決算委員会　令和２年度決算審査

　大規模災害時に、全国からの応援人員や物資等を円滑に受け入れ、
被災現場や地域の防災拠点に迅速かつ的確に供給する「愛知県基幹
的広域防災拠点」の整備に向け、ＰＦＩ事業者の選定手続きを進めると
ともに、事業用地の測量を実施する。

　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、再生可能エネルギー
の拡大に向け、実態の把握や課題を整理し、実現可能性について調査検討を実施。

　ドッグウィズ（東海警察犬訓練所）及び運転免許試験場を調査。愛知県では、南海トラフ地震などが
発生した際、民間の災害救助犬が行方不明者の捜索などに当たることを目的に、2021年3月に愛
知県警と災害救助犬、訓練士が所属する「捜索救助犬愛知」と協定を締結。調査では、実際の訓練を
拝見。人の力が及ばない災害救助犬や警備犬の能力の高さに驚かされた。熱海の災害時にも活躍し
たそうだが、万が一の災害時に一人でも多くの命を救ってほしいと願うばかりである。

　愛知県内の特殊詐欺被害は、認知件数７００件、被害総額１０億円を超過（2021年９月末時点）。特に
還付金詐欺は一昨年と比べ約１０倍もの被害を確認。「ＡＴＭで還付金の手続きができる」は詐欺です！ 
一度電話を切り、家族や警察署に相談を！ ＡＴＭでお金が返ることはありません。

還付金詐欺が多発しています！  携帯電話で通話しながら
ＡＴＭを操作している人を見たら、声をかけ、警察に通報を！

主な議案　「愛知県基幹的広域防災拠点」の整備

QQ

QQ QQ

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症の克服 
　〇新型コロナウイルス感染症対策の強化・推進 
　〇コロナ禍での長期化する雇用情勢の悪化に対する雇用の維持・創出 
　〇観光消費を喚起するための政策の推進 
　〇コロナ禍における中小企業・小規模事業者支援の推進

　新政あいち県議団として、重要な取組
の一つである「令和４年度 施策及び当
初予算に対する提言」がまとまり、知事
に提言した。約４カ月にわたり、各部会で
議論を重ねた項目をベースに最終的に
は全団員で取りまとめた。

　１０月７日から１１月１９日までの間、延べ日数７日にわたり、令和２年度の決算審査
を実施。全体としては、コロナの影響を受け、予定していた事業が実施できなかったり、
逆に予算が不足し補正予算を組んだものもあるなど、コロナの影響を受けた年度で
あった。私からは８項目の事業について確認した。

1 水素ステーション整備促進事業費補助金  ➡水素ステーションの稼働日数や
　 稼働時間、県としての推進計画、大型のＦＣＶの普及やタクシーなど商用車ＦＣＶの普及等
2 新型コロナウイルス感染症対策  新サービス創出支援事業費補助金  ➡新サービス・新製品の開発内容等
3 警察活動費  ➡警察車両の新規配備状況及び、廃棄状況、次世代自動車の現在の配備状況と今後の配備方針等
4 資源循環推進事業費  ➡具体的な事業内容、どのような点が先導的、効果的なのか等
5 民間住宅・建築物  耐震診断費補助金及び民間住宅  耐震改修費補助金  ➡耐震化率、耐震診断費補助等
6 愛知県医療従事者応援金及びあいち医療応援基金事業費  ➡対象病院数と対象人数、応援金の平等性等
7 高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金  ➡県内全体の利用実績、普及促進に向けた取組内容等
8 消防団加入促進事業費  ➡事業実施後の効果を含めた評価と課題、今後の活動方針等

新政あいち　令和４年度 施策及び当初予算に対する提言

最
重
点
要
望
事
項

調査期間

調査内容

2021年度から2022年度まで

場所 ： 名古屋空港北西部（豊山町青山地区）
整備面積 ： 約19ha
整備時期 ： 2025年度中

全国から受援 愛知県
基幹的広域防災拠点

支援部隊の
ベースキャンプ機能

拠点指揮運用機能

支援物資の
集積・中継・分配機能

自衛隊
消　防
警　察

TEC-FORCE
DMAT

緊急支援物資
資機材

人
的
支
援

物
的
支
援

〈 再生可能エネルギー実現可能性検討調査 〉

Ⅱ 安全・安心なあいち 
　〇大規模自然災害に備えた社会資本整備の推進 
　〇交通事故防止対策の推進　 〇性暴力被害者支援への体制強化 

Ⅲ あいちの発展と魅力的な地域づくり 
　〇ICT利活用加速とDX推進　 〇2026年アジア競技大会の推進 

Ⅳ カーボンニュートラル社会の実現 
　〇地球温暖化防止戦略の推進
　〇森林の整備・保全と林業基盤づくり及び県産木材の利用拡大の推進 

Ⅴ 誰もが活躍できる社会と次代を創る人づくり 
　〇差別や偏見のない社会づくり　 〇子どもが輝く未来の実現にむけて 
　〇教員の働き方改革と良好な教育環境の整備

あなたの声がけで防ぐ詐欺被害

新政あいち県議団

知事要望



　　 電動キックボードは原動機付自転車または自動車に該当することから、車道
を通行。道路での運転には、バックミラーやウインカー、ナンバープレート取付。
車種に応じた運転免許を保有。原動機付自転車、自動二輪車はヘルメット着用。

電動キックボードによる交通事故防止対策について

　新型コロナウイルス感染症の影響拡
大により、企業の在宅勤務の拡大や学校
の休校・オンライン授業の実施、イベン
トの開催中止・縮小により、令和２年度の
輸送人員・運輸収入は大幅に減少した。
また、今年度においても回復が難しく厳

しい経営状況が続いている。沿線４市選出の県議会議員で構成す
る愛知環状鉄道利用促進議員連絡会は、こうした事情を鑑み、沿
線地域の社会経済活動を支えるために不可欠な愛知環状鉄道が
将来にわたり安定的に経営できるよう知事に要望活動をした。

愛知環状鉄道株式会社への支援措置に関する要望

警察委員会

■要望事項　愛知環状鉄道の厳しい経営状況を考慮し、
令和４年度から８年度までの５年間、鉄道施設の更新・修
繕に係る補助金について、国や沿線市と協調して支援す
る制度を創設するとともに、十分な予算を確保すること。

　トヨタグループ出身の地方議員のグループ活動として、今回は、現地に出向き水素ステーションの運営状況など現地調査を
実施。愛知県内の水素ステーションの整備状況は、2021年9月の段階で整備中５箇所を含め、37箇所。将来的には2025年度
に100基程度を目標に取組を推進。整備費、運営費が高額であることや様々な規制など、克服しなければならない課題も多い。
　「ENEOS　水素ステーションDr.Driveセルフ
岡崎羽根店」は、愛知県で2番目に開業した店
舗。オンサイト型で水素製造装置を持つス
テーション。最近はコロナの影響もあり、日当
たり充填台数は3～4台で厳しい状況。FCVの
普及と水素ステーションの整備を当面は行政
がリードし、相互補完的に伸ばす必要がある。

水素ステーション現地調査

公道を走る際に必要な装備
ヘルメット

・ 運転免許
・ 自賠責保険サイドミラー

警音器

速度計
前照灯
方向指示器

※警視庁への
　取材に基づく

制動灯・尾灯

反射器

ナンバー
プレート
（役所で取得）

　   道路交通の場における車種の位置づけや交通ルール

　    利用実態の認識及び交通事故件数や交通違反の検挙件数

　    電動キックボード利用者に係る今後の交通事故防止対策

　    電動キックボード利用者に対する指導取り締まりに関する要望が
多く寄せられるようになっており、県民の関心や交通事故の関心が高
まっていると認識。電動キックボードが関係する人身事故は、2021年
11月末現在で1件発生。交通違反の検挙は、4件。指導警告は、26件。

電動キックボードが「危険な乗り物」という悪いイ
メージとならないよう、現状の交通ルールの周
知、順守、指導、取り締まりを強化し、安全で便利
なモビリティとして普及できるようお願いする。

　    電動キックボード利用者による法令違反に対する指導警告を実
施するとともに悪質、危険な違反行為に対しては積極的に検挙措置を
講じる。また、電動キックボードの安全利用を図るため、原動機付自転
車等に該当することや運転免許やヘルメットの着用を要すること等に
ついて、街頭活動をはじめ、広報啓発キャンペーンの開催や広報チラ
シを配布、県警ホームページへの掲載などにより周知を図り、交通事
故対策を推進。

西久保

西久保

警察委員会風景

要望書提出

西久保グループ議員 現地説明 水素貯蔵タンク

要 

望

●整備箇所数は全国1位だが、高額な整備費・運営費等が課題！

●コロナにより輸送人員・運輸収入が大幅に減少！

Q1
A1

A2

A3

Q2

Q3

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。

発行 ： 西久保ながし事務所
〒４４４-２１３４ 岡崎市大樹寺３-１-１８

TEL ０５６４-２５-０２４８　ＦＡＸ ０５６４-２５-４６３５
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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


