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第 105 回 中部圏知事会議 

日時：平成 28 年 6 月 8日（水）13:10～15:45 

場所：国際 21 クリスタルホール「信濃」 

 

１ 開会 

 
（愛知県政策企画局長） それではただ今から、第 105 回中部圏知事会議を開催いたしま

す。会議に先立ちまして報道関係の皆様にお願いをいたします。知事席周辺での撮影につき

ましては、座長が選出されるまでの間ということでお願いをいたします。以後の撮影につき

ましては、報道席からお願いをいたします。 
 次に本日の会議の出席者でございますが、西川福井県知事、阿部長野県知事、古田岐阜県

知事、川勝静岡県知事、大村愛知県知事、河村名古屋市長、並びに池永滋賀県副知事のご出

席となっております。なお、石井富山県知事、谷本石川県知事、鈴木三重県知事におかれま

しては公務のためご欠席となっております。それでは開会にあたりまして、開催県にあたり

ます長野県の阿部知事からご挨拶をお願いいたします。 
 
２ 開催県知事挨拶 

 

（阿部長野県知事） それでは中部圏知事会議を開催するにあたり、地元長野県を代表いた

しまして、一言歓迎のご挨拶を申し上げたいと思います。まず始めに、本日は大村会長はじ

め、各県知事、そして名古屋市長、大変お忙しい中長野県までお越しいただきまして、大変

ありがとうございます。皆様方の長野県上田市へのお越しを心から歓迎申し上げたいと思い

ます。先程『真田丸』で賑わっている上田城をご覧いただいたわけでありますけれども、長

野県は今年はイベントイヤーでございます。この 4 月、5 月にかけましては 7 年に一度の大

祭であります諏訪大社の御柱祭が盛大に開催されました。そしてつい先日の日曜日には、天

皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、全国植樹祭を開催させていただきました。そして、この後、

この後ろにポスターがございますけれど、8 月 11 日、新しく国民の祝日が一つ増えます。

「山の日」でございますが、「山の日」記念全国大会、第一回目が長野県上高地での開催と

いう形になっています。また、サミット関係の大臣会合のトリを務めるという形で 9 月に

は軽井沢町で交通大臣会合がございます。その他にも年は明けますけれども、冬季国体、本

県での開催ということもありますので、今年は長野県イベントだらけ、行事がたくさんある

ということです。是非中部圏の一員としてこうしたイベントで長野県の発展のみならず中部

圏が盛り上がるように頑張っていきたいと思いますので、皆様方のご支援をいただければと

思います。 
 本日は色々なテーマで後程議論をされることになるわけでありますけれども、特に長野県

は昨年の北陸新幹線の金沢延伸で中部圏の、特に北陸の皆さんとの関係が、言い方が適切か
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どうかわかりませんが、今までの近くて遠い関係から近くて近い関係になりました。西川知

事もこれまでとは違った時間距離でお越しいただけたのではないかと思いますけれど、この

中部圏、長野県としては中部横断自動車道、或いは三遠南信自動車道、更にはリニア中央新

幹線、こうしたインフラの整備で、これから益々今日お集まりの皆様方の各県との時間距離

が飛躍的に改善されることが見込まれています。その中で是非この中部圏の結束力を一層高

めて、いわゆる日本の真ん中中部圏でありますので、皆様方と一緒になって地域が活性化す

るように、そして中部圏全体が盛り上がるように取り組んでまいりたいと思います。今日の

会議は是非率直な意見交換の中で、いい方向性を見出すことができればありがたいなと思っ

ております。今日の会議が色良い会議となりますことを心からご期待すると共に、今日お越

しいただいた皆様方の更なるご活躍を心からご祈念申し上げまして、私からの歓迎のご挨拶

といたしたいと思います。本日はありがとうございます。 
 
３ 会長挨拶 

 

（愛知県政策企画局長） ありがとうございました。続きまして、中部圏知事会会長の大村

愛知県知事からご挨拶を申し上げます。 
 
（大村愛知県知事） 皆さんこんにちは。大村秀章であります。それでは私からも一言ご挨

拶を申し上げます。本日は阿部知事さん始め、長野県の皆さんにこういう素晴らしい設営を

していただきましてありがとうございます。今年の大河ドラマの舞台でもあります上田城、

真田丸大河ドラマ館も拝見をいたしました。平日にも関わらず大変賑わっておりまして、土

日はもっともっとだろうなということで、今年一年更に盛り上がられることを心からご祈念

申し上げたいと思います。 
 さて、まず、今回熊本地震で被災された方々に対しましてお悔やみとお見舞いを申し上げ

たいと思います。そして改めて一刻も早く被災地の復旧復興をご祈念申し上げますと共に、

またそれぞれの各県さん、私ども含めてですが、色々な意味で後援されておられると思いま

すが、引き続き復興支援に取り組んでいければというふうに思います。 
 さて、今日は三重県の鈴木知事がご欠席ということでございますが、先月の 5 月 26・27
日、先々週でありますけれど、伊勢志摩サミットについて私からも御礼申し上げたいと思い

ます。伊勢志摩サミットということでございますが、中部国際空港がゲートウェイになり、

拡大のアジア・アフリカのアウトリーチ 7 カ国は全て名古屋に泊まっていただいたという

ことです。それから国際機関も名古屋に泊まっていただいたということで、私どもは名古屋

市さんと一緒にウェルカムレセプションをさせていただき、様々にバイ会談もさせていただ

いて大変実りの多い会議だったというふうに思っております。この関係閣僚会合は富山では

環境大臣会合があり、この後、秋に、長野県さんで交通大臣会合があります。是非成功させ

ていただきたいというふうに思っております。そういう中で中部圏のインバウンドのお客さ
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んもだいぶ増えております。日本全国が 2 千万人、その中で昨年度中部 9 県では 473 万人

と、53.5％増ということでございました。更にまた中部 9 県それぞれに交通の利便性もよ

くしてこうした昇龍道でアピールをして、更にインバウンドを含めて盛り上げていければと

思いますのでよろしくお願い申し上げます。そしてまた、この中部 5 県で航空宇宙産業の

クラスター特区をさせていただいておりますが、MRJ がこの間、試験機の 2 機目が飛びま

して、いよいよこの 7 月にも試験機の 1 号機をアメリカのシアトル郊外のモーゼスレイク

という所に送って、次から次へと年内にも試験機を 4 機アメリカに送って、試験飛行を繰

り返して、2018 年の半ば以降の初号機の納入ということに結び付けていくということで取

組が進んでおります。我々も MRJ の生産・整備に必要となる駐機場等、空港施設の整備等々

も今やっているところでございますが、引き続きそのプロジェクトもしっかりと進めていけ

ればと思います。なお、先日その MRJ の量産工場の上、5 階部分の所に MRJ ミュージア

ムの整備が進められていて、この間ちょっと見てきましたけれど、なかなかいいものでござ

いました。是非我々も航空ミュージアムを来年秋以降にはオープンさせたいと思いますが、

岐阜県さんの各務原のミュージアムともコラボしてそういった面でも進めていければとい

うふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。そしてもう一つ、私ども愛知県と

名古屋市で組みまして 5 月 30 日に JOC の方に 2026 年の第 20 回アジア競技大会を招致す

るということで事業計画を出させていただきました。我々の会場だけではなくて岐阜県さん

にもいくつか会場をお借りをし、自転車では静岡県さんに伊豆のドームをお借りをするとい

うことでお願いをしておりますが、是非 2020 年の東京オリンピックの後の目標ということ

で招致成功をさせていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。本日の会議は国へ

の提言について集中して議論をすることになっておりますので、中部圏の発展にとって有意

義な会議になりますようにご祈念申し上げましてご挨拶とさせていただきます。何卒よろし

くお願いします。ありがとうございました。 
 
４ 座長選出 

 
（愛知県政策企画局長） ありがとうございました。それでは早速でございますが会議を進

めてまいりたいと存じます。会議の座長でございますが、慣例によりまして開催県の知事に

お務めいただくことになっておりますので、長野県の阿部知事にお願いしたいと存じます。

阿部知事、よろしくお願いいたします。報道機関の皆様には、これ以降の撮影につきまして

は報道席からお願いをいたします。阿部知事よろしくお願いをいたします。 
 
５ 議事 

（１）国への提言 

 
（阿部長野県知事） それでは私の方で座長を務めさせていただきますので、よろしくお願
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いいたします。なお本日の会議につきましては 15 時 50 分終了という予定になっておりま

すので皆様方のご協力をお願い申し上げたいと思います。 
 それでは早速議事に移りたいと思います。まず国への提言についてご審議をいただきたい

と思います。今回国への春、秋共通提言といたしまして、19 項目の提言案をいただいてお

ります。この審議につきましては概ね 120 分を予定しておりますのでよろしくお願いしま

す。本日は配布資料に記載しておりますとおり、提言をいくつかのカテゴリーに分けて、カ

テゴリー毎に続けて提案趣旨をご説明いただき、その後一括してまとめて意見交換をさせて

いただきたいと思います。ただし、 後のその他の提言については 1 項目ずつ審議をして

いきたいというふうに思っております。時間が限られておりますので、提案趣旨の説明につ

きましては 1 項目あたり 3 分程度を目安に簡潔にお願いできればと思っております。それ

では国への提言のまず 初の項目でありますが、インフラ整備の促進に関しての提言につい

てご審議をいただきたいと思います。6 本提案内容がございますが、この内 4 番目の三重県

からご提案がございました「リニア中央新幹線の東京・大阪間早期全線整備」につきまして

は昨年度からの継続ということで、特段変更がないため今回は趣旨説明については省略をさ

せていただきたいと思います。それでは順番にご説明いただきたいと思いますので、まず始

めに「高規格幹線道路ネットワーク整備等について」、そして 2 点目の「直轄事業負担金制

度改革」につきまして岐阜県の古田知事から提案趣旨のご説明をお願いいたします。よろし

くお願いいたします。 
 
（古田岐阜県知事） 岐阜県知事の古田でございます。まずもって今回阿部知事始め長野県

の皆様、そして、上田市の皆様大変お世話になりました。色々と心尽くしのおもてなし感謝

を申し上げる次第でございます。 
 この上田と岐阜県、このところ『真田丸』ということで、関ヶ原と上田がこの『真田丸』

の物語の流れの中で一つの大きなハイライトになってくるということで、急速に色々な意味

で交流の機会もできてきているのではないかなということで今回大変楽しみにしてまいり

ました。テレビの『真田丸』の題字ですけれど、岐阜の高山にお住まいの狭戸秀平さんとい

う左官屋さんなんですが、天才的な左官技術で国内はもちろん海外的にも今非常にブレイク

しておりますが、『真田丸』という字が岐阜の狭戸さんの作品であるということと、それか

らつい 近、上田市の上田城甲冑隊とそれから刃物の町岐阜の関市の関市甲冑製作同好会、

つい今月から甲冑をめぐって交流が始まったということでございまして、これまたご縁でご

ざいます。それと、個人的には羽田孜先生が元総理大臣だった時代にその秘書官を務めてお

りましたものですから、この信州上田の素晴らしさはさんざん聞いておりましたが、今回や

っと初めてお邪魔することができました。これまたこの会のお陰でございまして、ご縁を感

じております。ありがとうございます。 
 さて、提案を 2 つまとめてご報告申し上げたいと思いますが、高規格幹線道路ネットワ

ーク整備と、それから直轄事業負担金制度改革、いずれも継続案件でございます。中部圏、
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ご案内の通り正に東西南北の物の流れ、人の流れの要衝でございます。高規格幹線道路を中

心とした広域道路ネットワークは平時には観光などの経済活動、地域間交流、災害時には緊

急輸送道路ということで大変な効果を発揮するということで、岐阜県からお出ししておりま

す資料もこのネットワークの中で一方で外国人宿泊客数が急増していること、他方で南海ト

ラフの際の緊急輸送道路として大きな力を発揮するのではないかということをちょっと掲

げさせていただいておりますが、私の方からもお悔やみとお見舞いを申し上げますが、先般

の熊本地震でございますが、九州自動車道の全線復旧にざっと 15 日間要しております。い

つ何時起こるかわからない災害時に備えてあらためて高規格幹線道路のリダンダンシーの

確保、ネットワーク化の必要性を強く感じたところでございます。中部圏の道路ネットワー

クが寸断された場合に我が国全体に与える影響は計り知れないということで引き続き高規

格幹線道路を中心とした道路ネットワークの整備を提言してまいりたいというふうに思っ

ております。また、直轄事業負担金でございますが、岐阜県の資料の 2 ページ目にござい

ますが、維持管理費に係る負担金が全廃されたのはご案内の通りでございますが、平成 23
年度以降、新設・改良に関わる負担金についてどうするかということで、制度改正に向けた

議論ということであったはずでありますが、何ら議論が進んでいないということでありまし

て、引き続き要望すると同時にきっかけを生み出していきたいなと思っております。私の方

からは以上でございます。 
 
（阿部長野県知事） ありがとうございました。それではインフラ整備については一括して

進めたいと思いますので、続きまして「北陸新幹線の早期全線整備について」、福井県の西

川知事からご説明をお願いいたします。 
 
（西川福井県知事） 福井県であります。今日は長野県知事さんには様々なご準備をいだた

きましてありがとうございます。また、この上田、そして上田城の見学をさせていただきま

してあらためて素晴らしい地域だなという認識をいたしたところでございます。阿部知事が

知事になられた頃でしたか、諏訪湖の所で知事会をやったんですが、その時私車で参ったん

ですが、えらく遠いなという印象を持ったのですが、今回は実質 2 時間ちょっとで福井の

方から参りまして、北陸新幹線の威力をあらためて痛感をいたしました。そこで福井県から

は北陸新幹線の大阪までの早期全線整備、福井県の資料がありますのでご覧いただきながら

お聞きください。北陸新幹線については金沢まで開業し 1 年あまりになりまして大きな整

備効果が出ております。そして更に、敦賀までをこれから 6 年あまりで整備するという方

針になっております。平成 34 年度ということですので、是非ともこの早期開業を 1 年でも

ひと月でも早く整備をすることが重要だと思っております。それから本年中に敦賀から先、

京都、大阪までの北陸新幹線の 終的なルートを年内に与党プロジェクトチームで取りまと

めることになっています。ルートが今 3 つに絞り込まれておりますので、それを実務的に

検討し、年内決着ということでありまして、我々としては様々な意見がございますが、 も
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関西に対して時間短縮効果の高い、敦賀から更に若狭の小浜付近を通って京都、大阪に抜け

る、小浜京都ルートの整備を重視し、重要だと考えております。財源としては、これまでの

色々なスキームの他に、財政投融資の活用が議論されておりますが、リニアももちろん大事

でございますが、計画的には 30 年 40 年の古い事業でありますので、リニアに遅れをとる

ような状況にならないことが大事かなと思っております。それから、更にこれからリニアの

名古屋開業、これが平成 39 年を予定されておられるようでありますが、特に北陸と中京圏

の更なる交流促進ということがこれからの地域にとってもまた日本全体の国土の強靱化、人

流物流の強化の上でも極めて重要だと思うわけであります。今日は関係の県の皆様がご出席

であります。 近全国的には山陰地域であるとか、四国、九州など新しい新幹線の動きも色々

要望として動き始めておりますが、日本のど真ん中の、そして大事な北陸・中京圏について

も、まずは現在の北陸新幹線のルート決定をしっかりした上で利便性向上のための様々な協

議を行い、方向性を見出しながら急いで便利にしていくという中部圏の全体としての結束が

大事かとこのように思いますので、この点についても併せてご提言申し上げたいと思ってお

ります。『真田丸』に出てまいります大谷吉継は敦賀の城主であったわけでありまして、色々

ご縁もございますので引き続きよろしくお願いいたします。以上です。 
 
（阿部長野県知事） どうもありがとうございました。それでは 4 番目は飛ばしまして、5
番目の「新たな高速鉄道と在来線が連携した幹線鉄道ネットワークの高い機能発揮ができる

環境整備の推進について」ということで滋賀県の池永副知事からご説明をお願いいたします。 
 
（池永滋賀県副知事） ありがとうございます。滋賀県副知事の池永でございます。本日は

阿部知事をはじめ長野県の皆様、上田城跡公園を紹介してくださった上田市の皆様、また、

この中部圏知事会の関係者の皆様、ご準備、おもてなしをどうもありがとうございました。

あらためて御礼申し上げます。 
 滋賀県からの提案でございます。この 3 月 26 日に北海道新幹線が開業し、これによって

1964 年の東海道新幹線開業から 52 年を経て新幹線が北海道から九州まで繋がったわけで

ございます。新幹線による高速鉄道ネットワークは国土の発展を促進する重要な社会基盤で

あることから、北陸新幹線の金沢～大阪間を含む整備新幹線の未完成区間の整備を早期に図

っていくことが大変重要でございます。また、高速鉄道と在来線が連携した幹線鉄道ネット

ワークが全体として高い機能を発揮することが求められています。このため、新幹線と在来

線の接続改善、在来線における鉄道会社相互間の直通列車の乗り入れ、列車運行本数の増加、

電化及び複線化などの機能強化を推進することを提案します。お手元に滋賀県からの資料も

ご用意させていただいておりますが、このところインバウンド観光需要が著しく増加してお

ります。先ほど大村知事も言及されておりましたが、昇龍道プロジェクトを更に磨き上げて

いくとともに中部国際空港からのアクセスの強化を図っていく必要があります。また関西国

際空港では平成 27 年度の国際線の外国人旅行者数が過去 高を超えました。関西国際空港
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とも連携した取組を視野に入れ、中京圏、北陸圏、関西圏、首都圏の各エリア間でスムーズ

に行き来できるアクセス環境の充実化を図っていくことが必要です。具体的に申しますと、

その取組の一つとして、交通系 IC カード 1 枚で誰もがスムーズに移動できる環境整備がご

ざいます。お手元の資料に交通系 IC カード利用可能エリアが書いてございます。IC カー

ドの利用エリアの一層の拡大を図るということが重要でございますが、併せて鉄道会社のエ

リアをまたいで利用できない現状を打開するなど利便性向上に向けた対策を講じる必要が

あります。皆さんもご承知のように、鉄道会社が違うと IC カードはまたいで使えないとい

う状況がございます。名古屋駅から JR 東海の TOICA を使って乗車し、滋賀県の JR 西日

本の彦根駅で降りる場合には鉄道会社をまたいでいるので使えないといった不便な状況を

解決していくことが重要だということでございます。このように相互に連携した幹線鉄道ネ

ットワークの機能強化を促進していくとともに、交通系 IC カードの利用拡大などスムーズ

に移動できるアクセス環境整備に対策を講じることを提案させていただきます。 
 『真田丸』との関係で言えば滋賀県も石田三成、大変有能で冷静な武将として山本耕史さ

んが好演されているということで大変盛り上がっておりますので、引き続き滋賀県の方もよ

ろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 
 
（阿部長野県知事） はい、どうもありがとうございます。それではインフラの 後 6 番

目でございますが、「中部国際空港の二本目滑走路を始めとする機能強化の実現について」、

名古屋市の河村市長からご説明をお願いします。 
 
（河村名古屋市長） 名古屋市でございます。ありがとうございます。まず真田幸村と言い

ますと、 後は大阪夏の陣で名古屋城から出陣して、大変ご迷惑をかけたと思います（笑）。

家康は三河出身ですが尾張にも長いこといて、その名古屋城は今コンクリートですけれど、

図面がありますもので、木造の本物に変えようと、400 年前の姿にというところでございま

す。金の鯱も豊臣に対する威嚇であるとか、一方経済的繁栄のシンボルだという説も有力で

ございますが、色々大変 400 年前はご迷惑をお掛けしました。（笑） 
 セントレアですけれどお客さんは増えておりますが京都・高山・伊勢神宮に行く乗換地、

名古屋が世界 大の乗換駅だといけないものですから、名古屋のデスティネーションを作ら

なければいけないと思います。今名古屋城を中心として、元々は熱田神宮が一番古いですけ

れど、産業だけではなかったわけで、しっかりやろうと思っています。それから産業の集積

は大村知事がおりますけれど、伊勢湾地区は、圧倒的に自動車が半分位という状況がありま

して、2 本目の滑走路を是非お願いしたい。まず一つが 2 本目滑走路を始めとする機能強化

の実現に向けて国が主体となって必要な調査検討に取り組むこと、2 番目ビジット・ジャパ

ン地方連携事業等インバウンド旅客の増加に向けた施策を始めとする航空事業拡大の取組

を一層推進すること、それから 3 番目急増する訪日外国人の受け入れに適切に対応するた

め CIQ 体制の充実強化に取り組むこと、4 番目、空港利用者の利便性向上のため道路、鉄
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道等アクセスの充実に取り組むことでございまして、早く 2 本目を OK 出していただいて、

日本のちょうどど真ん中でございますので活躍できるようにお願いしたいと思います。以上

でございます。 
 
（阿部長野県知事） どうもありがとうございました。それではインフラ関係について順次

ご説明をいただいたわけでありますけれど、ここで一旦ご説明は切らせていただいて、今お

話があった 1 番目から 6 番目の提言につきまして皆様方からご意見を頂戴できれば思いま

すが、いかがでしょうか。では、大村会長お願いいたします。 
 
（大村愛知県知事） それでは私から若干何点か補足をさせていただければと思います。ま

ず一つは、今、河村市長からお話がありました中部国際空港の二本目滑走路でありますが、

やはり中部地区のインバウンドを増やす昇龍道の観光ルートを更に活性化するという意味

でも、CIQ 体制が整っている国際拠点空港というのはそうありませんので、4 つですから、

羽田まで入れても。ですからここはやはり二本にするということはこの地域の大変大きなメ

リットになると思いますので何卒よろしくお願い申し上げます。なお、中部国際空港沖の名

古屋港浚渫土砂処分場について、昨年度まで漁業影響調査をやっておりまして、今年度から

環境アセスメントの調査に入るということで伊勢湾の漁業者の皆さんにもご了解をいただ

きましたので、これからやっていくと。環境アセスメントは丸 3 年かかるということであ

りますので、その間になんとか漁業者の皆さんの補償交渉を妥結にもっていければと思って

います。いずれにしても来年度にはたぶん離着陸回数、航空旅客数ともに開港以来 高にな

るという感じになりますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 
リニアは、先週、リニア中央新幹線建設促進期成同盟会総会を東京でさせていただきまし

てありがとうございました。東京－名古屋間を着実にやっていくということに加えて、名古

屋以西についても早期にということでこれも引き続き申し上げていきたいということで、あ

わせて周辺駅の整備等をあわせた地域の活性化についても、これまた、ただ単に路線をつく

るだけではなくて、その駅を核とした地域の活性化についても何卒よろしくお願いしたいと

いうことをリニアの期成同盟会でも申し上げておりますので、しっかり引き続き申し上げて

いきたいと思います。 
 後に北陸新幹線について、ちょっと私の方からお手元に資料がお配りしてありますので

ご覧いただければと思います。先程西川知事からもお話がございましたが、北陸新幹線のル

ートがどうなるか、これはまたそれぞれの地元の北陸の関係の各県の皆様、そして関西の各

県の皆様と充分議論していただいてより良いルート、方策をお決めいただければと思うんで

すが、その際にあらためて北陸圏と私ども中京圏との結び付きを、これに齟齬があってはい

けないということでございまして、今現状でございますが、人的交流を見ますと、やはり関

西と北陸は非常に結び付きが強うございまして、全交通機関でいくと、北陸圏との交流は、

関西圏と中京圏と東京圏は 3：1：2、2 も北陸新幹線がだいぶ寄与しているのではないかと
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思いますが、そういう状況でございます。一方で物流を見ますと、北陸圏との交流は、関西

圏と中京圏がほぼ同じで、同 1：1：0.5、特に北陸発の物流が中京圏に来るのが多くなると

いうことでございます。その中身が金属製品が一番多いということで、これは自動車だろう

と思いますが、そういった既に産業的には非常に結び付きがあるということなので、ここの

ネットワークを、北陸圏と中京圏のネットワークをきちんとやっていくということが日本経

済全体にとってプラスだということを我々も強く申し上げていきたいと思います。更に 2
として産業振興面では、これはよく、石川県の谷本知事が言われますが、炭素繊維を始めと

したこうした北陸と中京圏、東海北陸の連携、コンポジットハイウェイ構想というのもござ

いますので、こういった形のためにも鉄道ネットワークが必要だと。それに観光振興という

ことで昇龍道プロジェクト、また防災といったこともございますので、中京圏と北陸圏を繋

ぐ高速鉄道ネットワークの確保充実について、国の要望の中にもひとつよろしくお願いした

いと思います。以上です。ありがとうございました。 
 
（阿部長野県知事） はい、どうもありがとうございました。今の北陸・中京のはご提言案

の中に入っているわけですか？ 
 
（西川福井県知事） 直接は入っていないかな。関係している文書はありますが。 
 
（阿部長野県知事） 北陸の知事は、西川知事しか今日はいらっしゃらないので、西川知事

の方からいかがですか？ 
 
（西川福井県知事） 新幹線の大阪までのルートがどうなるかというのは年内に決まると思

いますが、それを決めた上で北陸と中京との、いわゆる「しらさぎ」という列車の利便性と

か、或いは基盤改良とか色々な課題が、今日は岐阜県知事がお見えですが、岐阜県との関係

もありまして、かなり重要な課題になるとは思っているんですね。 
 
（阿部長野県知事） 反論、異論はたぶんないところだと思いますので、ちょっと事務的に

もう少ししっかりそこが前に出るような形に修文するという形でよろしいでしょうか。 
 
（西川福井県知事） はい。 
 
（阿部長野県知事） ありがとうございます。古田知事お願いします。 
 
（古田岐阜県知事） 今の議論にも関連するわけですけれども、北陸新幹線について申し上

げますと、金沢開業で岐阜県からみても新しい北から南への人の流れが生まれてきていると

いうのは実感しておりまして、例えば白川郷の入込客数がだいたい 3 割以上という流れで
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きていますし、それから「金沢～白川郷～高山～松本」の定期高速バス、「三つ星ルート切

符」というやつが前年比で 2 倍以上の売上ということでございまして、この北陸新幹線効

果は我々も今、色々と感じておるということでございます。延伸の話が出ましたが、北陸新

幹線と特急「しらさぎ」との乗換の利便性の向上というのは、今から十分意識をしてやって

いかないとだめじゃないかというふうに思っておりますので、先程あったように何らかのこ

とを加えることについては賛成でございます。同時に滋賀県の 5 のところについて申し上

げますと、北陸新幹線開業後、富山駅、高山駅間の乗車率はかなり上昇してきております。

JR の方では毎年乗り継ぎの利便性を確保するダイヤ改正ということで工夫はしていただい

ておりますし、今年の 3 月に特急「ひだ」のダイヤも一部見直しをして接続の改善が図ら

れていることは事実でございますが、しかしながら、なお JR 高山本線の特急「ひだ」は富

山駅と高山駅間の運行が 1 日 4 便しかないということで、北陸新幹線の開業効果は生かし

きれていないという問題がございます。そういったことから在来線の列車運行本数の増加、

乗り継ぎの利便性等々、せっかくの新幹線の機能を有効に発揮できるような幹線鉄道ネット

ワーク環境整備ということは、本当に岐阜県だけではなしに、富山県さん石川県さんもおっ

しゃっておられますので、是非その点は強調しておきたいと思っております。 
 あともう一つは愛知県と名古屋市のお二人に、毎度のことでございますが、2 本目の滑走

路を始めとする機能強化の中でやはりセントレアのアクセスの強化ということで、一宮西港

道路も是非お忘れなく整備を促進していただければ、私どもとしてはなお利便性が高まるの

ではないかと思いますのでよろしくお願いいたします。特に一宮西港と明記していただく必

要はございませんけれど、この機会にちょっと一言申し上げたいと思います。以上です。 
 
（阿部長野県知事） はい、どうもありがとうございました。古田知事のご発言の内容は、

先ほどの修文の中で対応すればよろしいですか。 
 
（古田岐阜県知事） はい、結構です。 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございます。川勝知事お願いします。 
 
（川勝静岡県知事）まずは本日の温かいおもてなし、設営ありがとうございます。コメント

ですけれど、滋賀県、福井県の関西圏、中京圏、また北陸と中京とのアクセス環境の充実で

すね。これは IC カード、ただ JR 西日本と JR 東海だけではなくて、JR 東海と JR 東日本、

新幹線以外は、それぞれみんな IC カードの使い勝手が悪いですね。ですから、オリンピッ

クの前に、全国の JR の IC カードの共通化を図るということがとても重要であると思いま

す。リニア新幹線にかけるお金のほんの一部なんですね。リニア新幹線は何兆円もかかりま

す。なるほど ICカードを共通化するのに億単位のお金がかかることは承知しておりますが、

ＩＣカードが共通化されていないために、例えば JR 東日本の熱海から御殿場に入ると、JR
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東日本の IC カードは JR 東海で使えないんですね。だから小銭に替えなければいけないと

いうような不便さがあり、これと似たようなことが各地で起こっているということでありま

す。IC カードの全国共通化というのは、オリンピックを前にしての国家的課題であるとい

うことで、できれば北陸と中京との更なるアクセスの改善のところに、北陸と中京とのアク

セス、或いは更には全国における JR のアクセス環境の充実を図るために、交通系 IC カー

ドの利用エリアを統一する、全国的に共通のものにするという問題意識を持っていただけれ

ばありがたいと思います。特段これに反対するわけではありません。もう少し充実してもら

いたいという意見であります。 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございます。たぶん北陸と中京は一つ重要な話だと

思うので、そこはそれとして、今川勝知事がおっしゃったようにもう少し全国レベルの話と

いう形に修文する方向で調整するのがよろしいかなと思うのですが、私も先日新幹線で東京

経由で浜松まで行った時に、JR 東海の浜松駅で、実は JR 東日本のこちらの長野に来る新

幹線の時間を変えようと思ったら変えられないんですよね。なので、JR 各社間の協力関係

とか利便性の向上というのは、川勝知事がおっしゃるようにオリンピックに向けてしっかり

考えていただく必要があるのではないかと思いますので、もう少しそういう方向で整理をし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 
このインフラの関係、他にご意見ございますでしょうか。よろしいですか。特になければ

今出たご意見で一部修正をさせていただくべく、事務方で調整の上、国への提言として取り

まとめていきたいと思いますがよろしいでしょうか。 
 
－「はい」の声― 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございます。それでは続きまして大きな括りとして

の地方創生の推進に関する提言についてご審議をいただきたいと思います。なお、富山県か

らご提案が出ております「地方創生の実現に向けた国際・広域観光の振興について」は、昨

年度からの継続ということもあり、特段の変更がないため今回は趣旨説明は省略させていた

だきます。まず始めに「地域中小企業応援ファンドの継続について」ということで、富山県

から提案趣旨の説明をお願いいたします。 
 
（磯部富山県理事） 富山県でございます。本日は 6 月議会の代表質問ということで事務

方からの説明になりますことをお許しください。富山県からの提案は中小企業応援ファンド

の継続についてでございます。お手元の資料 9 ページに書いてございます通り、このファ

ンドは地域資源などを活用しました中小企業の新事業展開を支援することを目的に創設さ

れております。中部圏の各県でも平成 19 年度から順次中小機構からの貸付金、これは概ね

8 割ということでございますが、活用した基金を造成しております。この基金の運用益を活
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用したファンドにつきましては、県がハンドリングいたしまして、中小企業小規模事業者等

の新製品・新サービスの開発、販路開拓等に幅広く使用しているところでございます。言わ

ば中小企業支援施策の柱となっております。因みにでございますが富山県では 20 億円のフ

ァンドを作りまして、19 年から 26 年までの 8 年間で 100 件、1.4 億の助成を行っておりま

す。それに対する売上が 10.6 億円ということで概ね 8 倍の波及効果になるというふうに試

算しております。ところが、貸付期間が 10 年ということでございまして、早ければ平成 29
年度に終期を迎えるものがございます。このファンドの終了によりまして中小企業の支援施

策に大きく影響が出ることが懸念されておりますので、特段の措置を講じていただくように

提言をいたすものでございます。一つにはこれが現在のファンド継続を前提に中小機構から

10 年以内とされております貸付期間を延長することが第 1 点目でございます。もう 1 点は

昨今金利が低迷しております。10 年ものの国債でマイナス金利、20 年でようやく 0.2％台

といったところでございますが、従来の基金造成では中小企業の応援ファンドの充分な実施

が困難になる場合においては代替措置を創設していただきたいということで提言をし、ご賛

同いただきたいと思うところでございます。 
 なお、今富山県の方では『真田丸』つながりということでは特段思い浮かびませんが、

NHK のプロデューサーが富山県出身ということで、次の大河は是非北陸新幹線の沿線にも

絡んできます木曽義仲でお願いしたいと思っております。以上でございます。ありがとうご

ざいます。 
 
（阿部長野県知事） はい、どうもありがとうございました。木曽義仲はいつも石井知事と

一緒に要請させていただいておりますのでよろしくお願いします。それでは次の 8 番目は

飛ばさせていただきまして、9 番目、「大学の地方分散と地方大学の充実のための支援につ

いて」ということで、これは本県長野県からの提案でありますので、私の方から説明をさせ

ていただきたいと思います。長野県資料ということで、「大学の地方分散と地方大学の充実

のための支援について」という横長のパワーポイントをお配りしていますので、そちらもご

覧いただければと思います。地方創生、人口の東京集中が続いているわけでありますけれど、

一つの大きな要因は高校を出た後、多くの若者が東京圏の大学等に進学をしていくというこ

とにあろうかと思っています。そうした中で、東京圏の大学が定員を大幅に超過して入学者

を受け入れるという状況もあります。資料の左下に平成 27 年度定員充足率と書いてありま

すが、東京圏が 108.3％、その他が 102.0％、本県 98％ということで、東京圏は定員を大き

く上回って学生が入学しているという現状にあります。文部科学省はこうした中で、右側に

書いてありますように定員超過抑制策を講じています。私立大学等経常費補助金の厳格化、

それから入学定員を超過した場合の学部学科設置等の認可制限の強化ということで取り組

んでいるわけでありますが、しかしながら次のページにございますけれども、東京圏の大学、

固有名詞をあげて大変恐縮でございますけれども、平成 28 年の入学定員数が記載の 3 大学、

これだけでも 1,000 人増ということで、地方の大学定員からすると著しく単年度で増えて
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いるという状況でございます。これは本県の私立大学の入学定員が約 1,300 人であります

から、1 年分定員増加させた分だけで本県の私立大学の定員の 8 割に達してしまうという状

況でございます。この大学定員がどんどん増えていくこと、もちろん都会に積極的に出てい

く若者を引き止めるということではなく、むしろ残りたい若者が残れる場所を作っていくと

いうことが必要ではないかと思っていますが、今の状況からすると東京圏の大学はどんどん

定員が増えて、益々吸引力が増しているという現状にあります。その中で、是非私どもとす

ればまずは東京圏の大学の大幅な定員増を抑制するための措置を講じてもらいたい。先程申

し上げた文科省の定員超過抑制策を是非実行性のあるものにしていただきたいと思ってい

ます。著しい定員超過がないような場合であっても、東京圏の大学の定員増の申請について

は審査を厳格に行っていただきたいと思っています。また他方で、地方の大学も地域貢献等

様々頑張って取り組んでいるわけでありますので、そういう意味で運営費、交付金等の配分

について、地方大学にもしっかり目を向けていただきたいということ、それから地方大学で

学ぶ学生への給付型奨学金の創設、是非地方創生の観点でこうした取組をしていただきたい

というのが本県からの提案でございます。よろしくお願いいたします。 
 それから、続いて 10 番目の項目でございますが、「世界的なスポーツ大会開催への支援

について」ということで、これは愛知県の大村知事からご説明をお願いいたします。 
 
（大村愛知県知事） それでは私の方から世界的なスポーツ大会の開催への支援についてと

いうことで、10 番目の提案のご説明をさせていただきたいと思います。お手元に横長のパ

ワーポイントの資料がありますので、少しご覧いただければと思います。まずは、当面大き

なスポーツ大会としては 2019 年のラグビーワールドカップ 2019 がございます。その開催

機運の盛り上げ、また、様々な支援ということをお願いしたいと思います。そして、2020
年は東京オリンピック、パラリンピックということでありますので、これも競技はだいたい

どこでやるか固まってきたようでございますが、事前合宿や様々な各所産品の活用、文化プ

ログラムの支援というものの提案をさせていただいております。そして更に私ども愛知県と

名古屋市と共同で 2026 年の第 20 回アジア競技大会の招致というのを手を挙げさせていた

だきました。そして 2 ページでありますが、アジア大会というのはアジアのオリンピック

というふうに称されるものでありますが、規模はオリンピックと同等、選手大会関係者約

16,000 人の選手村を作れということで、これは中々容易ではありませんが、候補地も今考

えてしっかりとやっていきたいと思います。日本ではこれまでに 1958 年の東京、1994 年

の広島と 2 回開いております。2014 年が韓国の仁川、次は 2018 年がジャカルタ、2022 年

が中国の浙江省の広州ということまで決まっているということでございます。その次は

2026 年ということで、手を挙げております。3 ページがその意義ということでございます。

4 ページが今後のスケジュールでありまして、JOC に提出しまして、7 月頃に JOC と OCA
の視察があり、9 月 25 日にベトナム・ダナンで OCA 総会がありまして、それに向けて今

準備をこれから急ピッチで更に進めていくということでございます。5 ページは、私共だけ
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では施設がないものがありまして、岐阜県さんには長良川の国際レガッタコースと、これは

三重県さんにも関してでもありますが、そして岐阜県グリーンスタジアム、これはホッケー

ということで、これもお借りができれば、そして静岡県さんが伊豆ベロドローム、これ東京

オリンピックもですよね、ここしかドーム型のものがありませんので是非お借りできればと

思います。ということで、そういった大きなものをやっていくためにも様々な開催県の支援

をお願いしたいということでございまして、あと、こういう JOC に提出したものもござい

ますのでご参考までにご覧いただければと思います。また何卒宜しくお願いしたいと思いま

す。以上でございます。 
 
（阿部長野県知事） どうもありがとうございました。それではこの項目の 後に「国民体

育大会・全国障害者スポーツ大会開催への支援について」ということで滋賀県の池永副知事

からご説明をお願いします。 
 
（池永滋賀県副知事） ありがとうございます。国民体育大会、全国障害者スポーツ大会は、

中部圏の各県でも近々開催されるところがございますけれど、滋賀県におきましては 2024
年の第 79 回国民体育大会、第 24 回全国障害者スポーツ大会の開催に向けて、現在準備を

進めております。スポーツ基本法というものがございますが、国体については日本体育協

会・開催地都道府県、全国障害者スポーツ大会については日本障がい者スポーツ協会・開催

地都道府県と並んで国を主催者と位置づけております。国は両大会の円滑な運営に資するた

め、開催都道府県に対して必要な援助を行うものとされているところでございます。しかし

ながら、実情といたしましては、両大会の開催にあたっては、施設整備を含む開催経費の大

部分を開催地都道府県や各競技会場地市町村が負担しているというところでございます。全

国的に厳しい財政状況の中、開催地の自治体の人的・財政的負担は大きいものとなっており

ます。2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、スポーツに対する関

心の高まりが期待されます。この好期を捉え、スポーツ立国の実現を目指す上でも、地方に

おけるスポーツ振興の基盤整備は国全体で取り組むべき喫緊の課題だと考えております。こ

うしたことから国に対して次のような提案をいたします。まず、大会運営費について、現在

も国から一定の支援があり、また交付額の見直しということは行われていますが、開催地都

道府県の負担に対して十分な支援とは言えない状況ですので支援の充実を求めます。また、

施設整備費についても、既存の支援制度では上限額の設定や予算枠の問題などにより、対象

事業を厳選しなければならない状況であることから各支援制度の拡大・充実や支援に必要と

なる予算の確保を求めます。併せて地方債の充当率の拡充や、地方債の元利償還金に対する

地方交付税措置の充実により地方の負担の軽減を求めます。こうした提案をさせていただき

たいと思います。以上でございます。 
 
（阿部長野県知事）はい、ありがとうございました。それでは地方創生関連で項目 7 の「地
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域中小企業応援ファンドの継続について」から、ただいまご説明いただいた 11 番目の「国

民体育大会・全国障害者スポーツ大会開催への支援について」、それぞれ提案県からご説明

いただきましたが、このことについてご意見を出していただければと思いますが、いかがで

しょうか。川勝知事お願いいたします。 
 
（川勝静岡県知事） 愛知県と名古屋市が共同でアジア競技大会を申請されたということで、

東京オリンピック・パラリンピックの自転車競技について、マウンテンバイクが伊豆マウン

テンバイクコース、トラック・レースが伊豆べロドロームでやることになったわけでありま

すが、その 6 年後にということですね。全面的に御協力を申し上げます。以上であります。 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございました。古田知事お願いします。 
 
（古田岐阜県知事） まず長野県さんの資料を見ると大変興味深いのですが、長野県さんは

学生さん、東京にほぼ半分行っちゃうんですね。それから静岡県も 41％ということで、こ

の 2 つの県のトレンドと、滋賀県さんは逆に 3.4％ということでたぶん別の方向に向かわれ

るんだろうなと。一方、愛知、岐阜、三重、だいたい似たような東京圏の比率でありますの

で、岐阜県について申し上げますとだいたい岐阜県の高校卒業生の半分が愛知県に行ってお

りまして、むしろ東京圏は 9％ということでございます。従って愛知県の大学がある種のダ

ム機能と言いますか、そういう機能を果しているのではないかと思います。たぶん岐阜、愛

知、三重、事情としてはほぼ同様ではないかなと思っておりますし、その中間が富山、石川、

福井で、色々な方向に向かっておられるんだろうなと思って、大変興味深い数値でございま

すが、一方岐阜県も半分は愛知県に行くわけでありますけれども、岐阜県の逆に大学生を分

母にしてみますと、県出身者が 4 割、県外から岐阜県の大学に来られる方が 6 割というこ

とでございまして、そういう意味でダム機能という面でも、それから実際の学生さんの人の

動きをみても、地方大学の重要性というのは明らかでございまして、正に長野県さんの提言

に賛同させていただきたいというふうに思っています。 
 それからスポーツ大会の話がございましたが、岐阜県の場合には今東京オリンピック・パ

ラリンピックを目指して飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアというのを合宿所、トレーニ

ング場ということで各国誘致しておりまして、既にイギリスのオリンピック委員会、それか

らフランスの陸連とは基本合意ができておりまして、事前合宿をやっていただくことになっ

ておりますし、アメリカ、ベルギー、オーストラリアも現地を視察に来ておりまして、大変

関心を示しております。この後ベトナム、タイも是非見たいということで、1200 メートル

から 2200 メートルの間に 4 つのトレーニングコースがありまして、4 つの異なる高さでト

レーニングができるということで、年間 25,000 人の方が今お使いいただいております。静

岡県さんも含めて今駅伝が大変ブームでございますが、高校、それから大学、実業団、あら

ゆる駅伝の優勝チームは全部、一つの例外もなく飛騨御嶽高原高地トレーニング場でトレー
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ニングをやっておりまして、ここでトレーニングをやらないと駅伝では優勝できないという

のがここ数年来のジンクスでございますので、是非お使いいただきたいと思っております。

それから、やはりオリンピック、パラリンピックに合わせて地域文化の国際発信というのも

大変大事でございます。私ども、例えば地歌舞伎といったことも中心に色々とどういうふう

にアピールできるか検討させていただているところでございます。それから、アジア競技大

会、愛知県さんの方でグリーンスタジアムとレガッタコース使っていただいて大変光栄なこ

とでございますので、地元市とも連携をして全面的に協力させていただきたいというふうに

思っております。以上でございます。 
 
（阿部長野県知事） はい、どうもありがとうございました。西川知事お願いいたします。 
 
（西川福井県知事） 長野県からのご提案の大学の、特に首都圏の定数ですね。これについ

ては全く同感でありまして、福井でも毎年 3,000 人の高校卒業生が東京や大阪などに出ま

して、4 年後に 1,000 人しか戻って来ないんですね。ですから学力体力日本一福井県なんて

言っていますが、一生懸命育ててもちょっと切ないところがあるわけですね。ですので、こ

ういう定数の色々なコントロール、或いは大学を増やしたいのなら地方で増やしてくれとい

うこと、特に首都圏については賛成であります。それから、福井県は 2 年後に国体を予定

しておりまして、2 回目でありますが、色々な施設整備も進めております。アジア大会、色々

応援をさせていただきたいと思いますし、何かお手伝いできることがありましたらおっしゃ

ってください。以上です。 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございました。大村知事お願いいたします。 
 
（大村愛知県知事） まずはアジア大会につきましては、それぞれにありがたいお言葉をい

ただきましてありがとうございました。またしっかり取り組んで進めていきたいと思ってお

ります。そして、私からもこの大学の問題について一言申し上げます。これは全く賛成でご

ざいます。我々のところも、愛知、岐阜だいたい同じだと思いますが、昔と違ってだんだん

地元志向が増えてきている。それと関東の大学も昔と違ってだいぶ地元志向が増えてきてい

るということがあって、確か東大の入学生の 6 割が関東、早稲田が我々の時代の 30 年位前

は関東 3 割、他は 7 割だったのが、今、早稲田は関東 7 割。だからそういう意味では学生

の気質が変わってしまったというようなことを言われますが、それでも圧倒的な大学の定員

があるのでこういう関東の有名私大が定員を増やすとワッと集まってくるということは、ど

う考えても理不尽なので、そこはやはり文科省がしっかりと。要は駆け込みという話でしょ、

定員を増やしていくという話は。入学の定員超過をある程度のところやると、補助金をカッ

トするよということなので、そうなる前に駆け込みで定員を増やしていくということだとほ

とんど意味がないので、是非それはしっかりやっていかなければいけないということですね。



17 
 

因みに私、本県は名古屋大学があるものですから、旧 7 帝大の規模とか予算とか比較表を

作ってみたら、なるほどなと思ったんですが、7 帝大の中で名古屋大学が一番小さい。まさ

かと思ったんですが、北大とか九大とかよりも小さい。ちょっと意外でしたけれど。あれで

ノーベル賞 6 人も出して、知名度はあるにも関わらず、東大が一番多くて次は京大かと思

ったら阪大なんですね。東大、阪大、京大、がくっと落ちて九大だったかな。何せ名古屋が

一番小さい。今更国立大学を増やせというのはそう簡単にいかないのは分かっていますが、

とにかく首都圏の、東京の大学が定員を増やしてどんどん若い衆をがぶ飲みしていくという

ことは、耐えられないということだということでございますので、是非これはここのところ

をきちっと強く言っていただくこととあわせて、こちらのご提案のところにもありますよう

に、大学の地方分散化というのは、これだけ世界の国で大学が一極集中している国というの

は他にあるのかということだと思います。そういう意味では是非それは強く言っていただき

たいと思います。因みに私はこの 4 月の後半にアメリカのテキサス州と友好協力協定を結

んできたので、何ヶ所か回ってきたんですけれど、テキサスは特にオースティンへ初めて行

きましたけれど、第二のシリコンバレーといってどんどん IT 企業を集めている。何かとい

うとテキサス大学のオースティン校が非常にレベルが高いということで、どんどん集まって

きている。そういう分散型のことができるのがうらやましくて、そういった形のことは日本

だとひたすら東京の大学が片っ端から学生を集めるということだと。どれだけ地方が頑張っ

ても若い人をみんな持っていかれる。それで帰って来ないということは、大変大きな問題だ

と思います。このことはもちろんですが、やはり大学の問題についても更にみんなで問題意

識を持って言っていければというふうに思っています。以上です。 
 
（阿部長野県知事） どうもありがとうございます。 
 
（川勝静岡県知事） 皆様方、国立の御出身なので私立の状況をあまり御存知ないかもしれ

ませんが、どうして定員が多くなるかというのは駆け込みではありません。例えば早稲田と

東大の両方に受かった場合に東京大学を選ぶ。私立大学では、入学した時に合格者の内のど

のぐらい残るかということを見込んで、当然定員より多く合格者数を出すんですね。そして、

その内、国立や公立に取られるということがあって、結果的にこういう定員増になっている

ということです。それで間違って定員割れの時もあるわけですね。しかし、定員以下で、定

員で合格者を切るということはないですね。早稲田ですらそうでした。早稲田と東大の両方

に受かって早稲田に来るという時期も一時ありましたけれど、だいたい旧帝大に行かれる。

ですから愛知県の大村知事がおっしゃっているように、むしろ東大他、国立大学の定員数を

あまり東京中心にならないように、特に名古屋などはもう少し定員を増やす、なるべく地域

間均等にしていくということであれば、これは地域にも子供たちが残るということになると

思います。ですから、この中身について、基本的には趣旨は分かっておりますので、どうい

うふうにすれば地方の良い大学に学生が来るか、差し当たっては一流大学とされるところの
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定員、すなわち掛け持ちしてそちらが選ばれる方の大学の定員数を増やす。例えば名古屋の

場合そういうことが言えるのではないかと思います。そういうふうにする方が現実的かなと

思います。 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございました。他によろしいでしょうか。私からも

少しお話させていただければ。大学の話についてはご賛同いただきまして大変ありがとうご

ざいます。やはり大村知事もおっしゃっていただいたように、これは若者の定着という側面

と、それともう一つ大学は知の拠点でもあるので、地域の産業振興とか活性化のためにやは

り地方大学が充実していくのが極めて重要だと思っております。地方創生を本当に進めてい

く上では、人材が、学生が或いは大学の先生方、研究者、こういう人達が東京にどんどん集

中してしまう傾向を反転させないと本当意味での地方創生にはなっていかないと思ってい

ますので、是非ここのところは皆さんと一緒に訴えていきたいと思います。 
 スポーツ大会、私どももスポーツ、文化、こうしたものにこれからの地方行政もっと力を

入れていかないといけないと思っていますが、やはり財源的な部分がどうしても他の分野に

比べると総体的に弱い分野だなと思っていますので、こうしたところは皆様方と問題意識を

共有して一緒になって取り組んでいきたいと思います。本県もアジア競技大会、是非開催決

定していい大会になるように、できる協力はさせていただきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。それでは地方創生の関連については原案通りということでよろしいでしょ

うか。それでは原案通りの国への提言とさせていただきたいと思います。 
 それでは続きまして、大きな項目としての防災対策の推進についてご審議をいただきたい

と思います。なお、このうち富山県からご提案が出ております「総合的な流木対策及び海岸

漂着物・漂流物対策の推進について」はこれも昨年度からの継続でありまして、特段変更が

ないということで趣旨説明については省略をいたします。ということで、まず 初は 13 番、

「火山防災対策の強化について」岐阜県の古田知事から趣旨のご説明をお願いいたします。 
 
（古田岐阜県知事） お手元の岐阜県の資料で火山防災対策の強化についてというのがござ

いますが、私共としては御嶽山の噴火による尊い犠牲のもとに色々な課題が明らかになって

きているということで、様々な火山防災対策を推進していくという状況でございます。特に

監視・観測、避難計画等々市町村が行う火山防災対策を積極的に支援するということに加え

てこのところ登山者向けの火山防災意識を高めるための携帯版の火山防災マップの作成で

ありますとか、小中学生向けの教材でありますとか、広い意味での火山防災教育というもの

の啓発に取り組んでいるということでございます。それから、有事の際に迅速な安否確認、

捜索救助に大きな役割を果たす登山届についても提出の義務化を進めていくということで

ございまして、岐阜県としては御嶽山、焼岳に加えて今白山を追加するということで準備を

しているところでございます。概ねこの 13 番の提言は昨年度から実施している流れにある

わけでありますが、今回 2 点追加の提案を申し上げたいというふうに思っております。一
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つは情報発信の強化ということで、携帯電話不感地帯において登山者等へ迅速かつ確実な情

報伝達ができるように、電波通信状況の改善等を促進するという点でございます。もう一つ

が登山者の安全確保対策ということで、退避壕等の整備に対する財政的支援につきまして、

民間による整備、或いは食堂などの営利施設の補強といったことも支援の対象とするように

拡充を求めるということで追加をさせていただいております。私の方からは以上でございま

す。 
 
（阿部長野県知事）はい、ありがとうございました。この火山防災については私ども長野県

も共同提案でありますのでちょっと補足的にお話をさせていただきたいと思います。まず、

御嶽山の噴火災害、捜索、再捜索、全国からご支援をいただきまして大変ありがとうござい

ました。感謝を申し上げたいと思います。その中で火山防災体制の強化は急務であるわけで

ありますが、長野県としても先程登山届の話がありましたけれど、全国で初めて包括的な登

山安全についての条例、登山安全条例というものを制定いたしまして、登山届の提出の義務

化ということをしております。その中で、古田知事のご発言と重なりますけれど、やはりま

だ一部の火山においては携帯電話不感地域がございます。こうした地域が解消されるように

国の支援を求めていきたいと思っています。また、御嶽山の山小屋を中心にまだ大変な被害

状況がある中で、復興の目途がたっていない状況もあるわけでございますけれど、今後市町

村が設置をしていく退避壕について国の補助額の増額を是非要望していきたいと思います

し、国の上乗せ補助制度の創設もお願いしていきたいと思っています。現在私ども長野県と

しては、単独事業で山小屋等の機能強化について財政支援の仕組みを作りましたけれど、こ

れは全国的な課題としてしっかり国の支援をお願いしたいと思っております。特に山岳地域

は建設コストがかなり割高になる可能性がありますので、国の支援を是非求めたいと思いま

す。それから、この大きな 3 の（3）に自然公園区域内における広告物について入れており

ますけれども、登山者に対して危険だということを知らせるためには一定の表示をしていか

なければいけないわけですが、自然公園法における基準が必ずしも明確ではないという状況

がありますので、安全安心のための広告については、もちろん周囲との調和ということも必

要でありますけれど、それと同様に認識されやすいものにしていくということが大事だと思

いますので、そうした観点での基準の見直しをお願いしていきたいと思っております。私の

方から補足的に申し上げました。以上でございます。 
 それでは、次の 14 番、「地震対策等の推進について」これについては川勝知事からご説

明をお願いいたします。 
 
（川勝静岡県知事） はい、ありがとうございます。これは従来からの提案でございます。

国への提言で 19 ページから 21 ページにわたって書かれておりますけれども、新たに付け

加えた内容を中心に御説明をいたします。19 ページの 1 の総合的な地震津波対策の推進の

内、（5）でございます。「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波災害警戒区域や
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津波災害特別警戒区域の指定を促進し、同法の実効性を高めるために、区域指定を要件とす

る指定避難施設や要配慮者利用施設の整備に係る財政支援制度を創設することを付け加え

ました。若干補足しますと、この津波災害警戒区域に指定されますと、民間施設などを指定

避難施設として指定することができますが、施設の安全性確保のための耐震、耐浪性の診断

及び補強等を行うことが必要となります。また、津波災害特別警戒区域の指定により、要配

慮者利用施設については津波に対する耐震、耐浪性を持つ構造とすることが義務付けられる

ことになります。しかし、指定に伴う支援施策が限定的であるなどの理由により、区域指定

に消極的な市、町が多いという状況が現実です。そこで「津波防災地域づくりに関する法律」

に基づく津波災害警戒区域等の指定を促進し、同法の実効性を高めるために、区域指定を要

件とする民間等の避難施設や要配慮者利用施設の整備に対して、財政支援制度の創設を要望

するということであります。もう一つ付け加えましたのは、次の（6）でございますが、平

成 28 年度で制度が終了する「緊急防災・減災事業債」について、29 年度以降の延長及び対

象事業の拡大を図ることを加えています。「緊急防災・減災事業債」というのは、東日本大

震災を教訓としまして、緊急に実施する必要性が高く、即効性の認められる防災減災に資す

る地方単独事業を対象として、平成 23 年度に創設された制度です。しかし、平成 26 年度

に全国的な要望がありまして、平成 28 年度末まで 3 年間延長とされました。しかしながら、

今後行うべき事業はまだ多数残っておりますので、再度の延長を求めるものです。本県に則

して言いますと、南海トラフ巨大地震で、全国では 32 万人、本県だけでも 10 万人強の方

が犠牲になると想定されておりますが、この「緊急防災・減災事業債」は公共施設の耐震化、

津波避難施設や避難路の整備など、私どもが今やっております「犠牲者を 8 割減らす」と

いうことに大きく寄与する事業が対象になっております。しかし、防災拠点となる庁舎等の

移転新築につきましては、対象が津波浸水区域内から区域外へ移転新築する場合に限定され

ておりますので、当該区域外の庁舎等の移転新築は対象となっておりません。ところが、先

般の熊本地震におきましては、防災拠点となる庁舎等が被災し、災害応急対策や、災害復旧

対策に支障が生じている事例が認められております。よって、津波浸水区域外の庁舎の移転

新築も対象となるよう併せて要望するものです。 
 次に 5 の「原子力発電所の安全確保及び防災対策の強化」の内、（3）の「原子力防災対

策について」であります。加えて「大規模地震との複合災害であっても」の部分です。地震

との複合災害におきましては、建物被害や道路被害などに伴いまして、想定していた防護措

置の実施が難しくなることも考えられますので、広く研究を行い、予め対応方針を示すよう

に追加要望するものであります。以上であります。 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございました。それでは防災対策の推進についてご

説明をいただきましたので、この防災関連につきまして、ご意見をお出しいただければと思

います。いかがでしょうか。池永副知事お願いいたします。 
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（池永滋賀県副知事） ありがとうございます。ただいまの静岡県知事からご紹介がありま

した「地震対策等の推進」の 5 の（3）「原子力防災対策」の関連でございますが、先般の

熊本地震でこれまで想定していなかった震度 7 の地震が連続して起こったということで、

初の地震では倒壊を免れた建物がその後にきた本震で倒壊するといった被害状況となり

ました。熊本県に対しては全国から支援ということで職員の皆様が派遣されたりしておりま

すが、滋賀県でも職員派遣などを通じて、被害をつぶさに見て、また被災者の方の声を聞く

といった中で現行の原子力災害対策指針では全面緊急事態が発生した場合、UPZ 圏内では

屋内退避を実施となっていますが、大規模地震との複合災害の時に屋内退避ということが本

当に 適なのかどうか問題意識を持ちまして、国が研究を行い、必要な措置を講じる必要が

あると考えているところでございます。従って、この度静岡県さんからいただいたご提案、

これについては全面的に賛同いたしますと同時に感謝を申し上げたいと思います。以上でご

ざいます。 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 
 
（大村愛知県知事） 地震対策等の推進についてということでこれはこういう形でご提案に

ついてはまた皆さんと一緒に強く申し上げていくと思っていますが、その中で一点だけ私ど

もから申し上げますと、私どもゼロメートル地帯が名古屋駅の西くらいからずっと西にかけ

て、いわゆる木曽三川の下流域ということで岐阜県さん、三重県さん含めて、あそこの木曽

三川の下流域のところが日本で一番大きなゼロメートル地帯でございまして、そこに 100
万人が住んでおります。色々シミュレーションをやりますと、伊勢湾の奥ですので南海トラ

フ巨大地震があると津波の一波が名古屋まで届くのに 1 時間半かかるということと、入口

が伊良湖水道で狭くて中が広いので津波の勢いが上がっていくことはないだろうと。ですか

ら今の堤防がもてば基本的には津波の被害はないということなんですが、東日本大震災もそ

うなんですが、大きな揺れが来ると堤防が沈むと。東北三県も半分位が沈んでいるというこ

とがありまして、そうなりますと津波が来る前に堤防が沈むと水が乗り込んでくる。それだ

けでもやっぱり大きな被害が出るのではないかということなので、特にゼロメートル地帯に

おいてはこういったことなんですが、我々河川海岸堤防の強化といったようなことも申し上

げておりますので、その点も、もしゼロメートル地帯の所も一言加えていただくとありがた

いと思います。いずれにしても木曽三川のところの防災訓練を三県で持ち回りでずっとやっ

ておりますが、引き続き防災対策をしっかりやっていきたいと思います。以上です。 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございました。今の堤防強化みたいな趣旨はどこか

に入れるという方向でよろしいですか。じゃあ、そこはまた修文検討させていただいて、修

正をしていきたいと思います。他にいかがでしょうか。特になければこの防災関係について

は以上とさせていただきたいと思います。今大村知事からご提案いただいた部分について修
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文した上で国に提言していきたいと思います。 
開始から約 1 時間半経過しておりますので、ここで 15 分程度休憩を入れさせていただき

たいと思います。再開は 2 時 45 分ということにいたしたいと思いますのでよろしくお願い

します。 
 
＜休憩＞ 
 
（阿部長野県知事） それでは休憩前に引き続きまして国への提言につきまして審議を続け

たいと思います。次に大きな 15 番目の項目といたしまして、「希望がかなう少子化対策」

ということで、これについては三重県、石川県の共同提案でございますが、まず三重県から

提案趣旨のご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
 
（山川三重県子ども虐待対策・里親制度推進監） 三重県でございます。まずは 5 月 26 日、

27 日伊勢志摩サミット開催にあたりまして三重県に対し格別なご支援、ご協力をいただき

誠にありがとうございました。お陰様で無事終了することができました。 
本日でございますけれど、6 月議会の議案質疑の日と重なっておりまして、事務方からの

説明ということでご容赦いただきたいと思います。三重県からは「希望がかなう少子化対策

について」ということで、ページで言いますと 22 ページ以降でございますけれども、私の

説明は 26 ページ、新たに設けていただきました 15 番「里親委託や特別養子縁組の推進に

ついて」ご説明いたします。先程成立いたしました改正児童福祉法ではいわゆる子どもの権

利が明確化されました。また、国と地方公共団体は、家庭と同様の環境における児童の養育

を推進することとされています。特に、里親の普及啓発から児童の自立支援までの一貫した

里親支援と養子縁組に関する相談支援も児童相談所の業務として法的に位置づけられたと

ころです。更に改正法附則におきまして施行後速やかに特別養子縁組制度の利用促進の在り

方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとされております。そ

のためにはまずは里親制度や特別養子縁組について正しい理解を国民全体に広めていく必

要があり、10 月の里親月間や 4 月 4 日の養子の日を利用した積極的、集中的な広報啓発活

動が不可欠です。また、里親手当の更なる充実を図るとともに、里親業務や養子縁組業務を

行う都道府県等への財政支援、里親支援等を行う民間機関に対する財政支援も必要と考えて

います。更に子どもに永続的な家庭を保障するという観点から特別養子縁組を社会的養護の

中に明確に位置づけると共に、より広く養護児童のために活用できるよう、施行後国の方で

特別養子縁組制度の利用促進の在り方の検討を行うこととされていますが、それを確実に進

めることが必要と考えています。去る 4 月 4 日ですが、全ての子どもが愛情豊かな理解あ

る家庭環境のもとで成長することができる社会を目指し、子どもの家庭養育推進協議会を設

立いたしました。会長は私どもの知事の鈴木がなっております。今後自治体、民間団体への

情報共有を進めると共に研修会を実施していきます。また、里親制度の普及啓発を連携して



23 
 

進め、先進事例や参加団体の取組を調査研究し、国へ政策を提言してまいります。説明は以

上になります。 
 
（阿部長野県知事） はい、どうもありがとうございました。石川県からも共同提案されて

いるわけですが、石川県から補足の説明があればお願いしたいと思います。 
 
（徳田石川県知事室長） 「希望がかなう少子化対策」につきましては三重県と共同提案を

させていただいておりますけれども、今回新たに追加をさせていただいた項目につきまして

補足をさせていただきます。ページで申し上げますと 23 ページの 4 の（1）「不妊に悩む家

族への支援」の箇所でございますけれど、（1）の後段、体外受精など特定不妊治療につき

ましては今年度国から第一子を念頭に助成回数が削減されているところでございます。本県

といたしましては第二子以降の特定不妊治療にも対応できるよう、助成回数の追加を提言さ

せていただいているところでございます。以上でございます。 
 
（阿部長野県知事） はい、どうもありがとうございました。少子化対策について、今三重

県、石川県からご説明がありましたが、内容はかなり広範な内容を含んでいる提言案でござ

います。これにつきましてご意見があればお願いいたします。河村市長お願いします。 
 
（河村名古屋市長） 名古屋は日本一子どもを応援する町ということで、待機児童も 3 年

連続ゼロということで、ちょっと後に京都市がそうなりましたけれど、あとはダントツなし

でございます。それと保育料も日本一安いのではないかということとか、医療費も中学生ま

でタダということとか、一番大きいのは前回も言いましたけれど、子ども応援委員会という

ことで、これは日本で名古屋だけですけれど、学校の中に教科をしているのがアメリカだっ

たら半分位ですよね。あとは何をやっているかというと、教科以外のことを全部やっていま

して、大きくなったら何になるの？とか、これから親は離婚したけれどがっかりするな、こ

ういう道があるよとか、体が不自由だけどあなたにはこういういいところがあるよとか、そ

ういう人生そのものを応援する仕組みがあって、それを名古屋で初めて導入しました。文科

省に聞いていただければ、名古屋フロントランナーだとはっきり言います。子ども応援委員

会という名前で、教育ではないんです。教育の教の字は文みたいな字はムチの象形文字です

ので、教育という言葉の中にムチでしばく、言うことをきかせるという思想がある。英語の

エデュケーション（education）はラテン語ですけれど、e(エ）というのは「外へ」という

こと、ducere(デュース)というのは「引っぱり出す」とか「導く」ということですから、子

どもの色々ないいところを導き出してやる、即ち日本語に直すと「応援」という名前をつけ

ておりまして、これが去年、一昨年に初めて導入しました。大変ですよ、アメリカの場合ち

ゃんとトレーニングするところがありますから、スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカー、常勤のですけれど。日本はないですから自分のところで試行錯誤しながらでし
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たが、来年から名古屋市立大学にスクールカウンセラーを養成する初めてのコースを作りま

す。この 2 年間でだいたい対応件数が 1 万件、名古屋で、子どもの人数でいくと 1,800 人

です。すごいですね、やっぱり子どもの悩みというか悲鳴というのは。反対にそういう専門

家がいないところで教師が一緒にやってきたわけだけれど、どうしても忙しいことになって

いますし、不十分だったと思います。是非皆さんのところにも広がっていかないといけない

ですが、中々広がらないのは何でかというと、あまりこういう所では言いにくいですけれど、

教師支配だからです。アメリカのスクールカウンセラーなんかは校長にも当然のことながら

みんななってきます。よく調べますと教科を教える人よりもちょっと上です。そういうのが

始まっておりますので。前回も言いましたけれど、これが広がらないし、テレビでも誰もし

ゃべらない、国会でも誰も言わない。これは中々誰も見てくれないけれど、私はロサンゼル

スに行って発見してきたんですけれど。単純なことです、医者で言うと専門医がいるという

ことですね。ということで名古屋で始まっていますので。 
 
（阿部長野県知事） また、うちの県も勉強させていただきます。 
 
（河村名古屋市長） ええ、是非来ていただければ、それなりにもうやっていますので。今

75 人ですけれど、110 人まで増やしますと中学校に 1 人ずつとなります。更に予算もだい

たい 2 年間で 20 億円位使っていると思います。こういうものには一切惜しむことはないと

いうことでやっていますので、どうぞご視察に来ていただければと思います。 
 
（阿部長野県知事） どうもありがとうございました。他にご発言いかがでしょうか。よろ

しいですか。ちょっと私の方から、この 7 番目に子ども医療費助成の制度化という話があ

りますが、これはどこの市町村も、そして都道府県も子ども医療費助成の制度を作っている

ので、ここの提案にあるようにそろそろ国がしっかり取り組んでほしいなと思っています。

この（2）にあるような国保負担金の減額措置みたいな、片方で少子化対策推進で進めなが

ら、逆に地方の取組にブレーキをかけているような、アクセルを踏みながらブレーキ踏んで

いるようなことは一刻も早くやめていただいて、国として前向きに進んでいただきたいなと

思っています。特になければこの少子化対策については原案の通りでよろしいでしょうか。 
 
－「異議なし」の声－ 
 
（阿部長野県知事） ありがとうございます。 
 それでは続きまして 16 番目の項目「ドクターヘリの運航支援について」ということで、

1 項目ずつ以下審議してまいります。静岡県の川勝知事から提案趣旨のご説明をお願いしま

す。 
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（川勝静岡県知事） はい、ありがとうございます。ドクターヘリが救命率の向上に効果を

上げているのは御存知の通りでありますが、平成 20年度には 16道府県に 18機しかなくて、

出動件数5,600回だったんですが、それから5年後にはその2倍以上の36道府県に広がり、

ヘリコプターの数も 43 機、出動件数は、なんと 2 万件を超えるまでに、3.数倍というとこ

ろまで大幅に増加しているわけです。このドクターヘリというのは 10 年以上の間大きな事

故はありません。現場での早期の医療介入と患者搬送時間の短縮により多くの患者の皆様方

の救命率の向上、或いは後遺症の軽減に効果を上げております。その安定した運航はドクタ

ーヘリを運用する医療機関や運航会社の御努力の賜物ではありますけれども、地域によって

医療事情が異なりますので、年間の出動件数や飛行時間などに大きな差が生じております。

国の補助制度では、年間の基準額を運航月数に応じて補助するので、出動件数、或いは飛行

時間などが考慮されておりません。人命救助のための多くの現場への出動や長時間の飛行は、

医療機関や運航会社に負担を強いているのが現状です。静岡県の場合ですが、ドクターヘリ

を全国で 2 番目に導入いたしました。それと共に全国で初めて 2 機体制を構築いたしまし

て、県内の救急医療やへき地医療に大きな効果を発揮しています。平成 26 年度には 2 機体

制で全国 3 番目、11 番目に多い出動件数になって、10 年間で約 1.5 倍に増加して、今後も

今以上に利用されることが想定されます。全国的にもドクターヘリの需要が増加しておりま

す。安定的な運航を維持するためにはパイロットなどの人材や、機体などを確保するための

適正な費用が必要となりますので、ドクターヘリの運営状況を調査・検証し、出動件数に応

じた加算制度など、地域の実態に即した支援措置を求めるものでございます。以上です。 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございました。このドクターヘリにつきましてご意

見ございましたらお願いします。よろしいですか。特になければ原案通り要望するようにい

たしたいと思います。 
 それでは続きまして 17 番「多文化共生社会づくりの推進について」愛知県の大村知事か

らご説明をお願いします。 
 
（大村愛知県知事） それではこれも私どもから A4 の資料がありますのでご覧いただきな

がらお聞きをいただければと思います。まず資料 1 ページでございますが、「多文化共生社

会づくりの推進について」ということで、都道府県別の在留外国人数が平成 27 年末で 223
万人、中部 9 県で 46 万 8 千人、私ども愛知県は、東京が 46 万人かな、次いでうちと大阪

がほぼ同数ということでございまして、あと各県さんこういう形でございます。リーマンシ

ョックの時にちょっと減りましたけれど、またジワジワと増えてきているということで、永

住化傾向が高まっているということでございます。更に 2 ページをお開きいただきますと、

日本語指導が必要な外国人の児童生徒が増えてきているわけでございまして、全国で 2 万 9
千人、これも文部科学省調べですが、うち中部 9 県で半分ということで、私どもが一番多

い。静岡県さんが 3 位、三重県さんが 5 位ということで、要は日本に働きに来ている外国
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人の方は家族で来ている人が多いので、その子ども達が小中学校に行くということでござい

まして、私どもはそういう意味では日本語教育の適応学級担当教員の県単独措置とか語学相

談員を増やしておりますし、また、経済界からも協力いただいて基金を造成して、毎年 3
千万円愛知県内の 80 ぐらいの NPO に補助をして外国人のための日本語教育の活動をずっ

とやってきております。これも、文部科学省には私も国会議員の時からなんとかしろとだい

ぶ言ってきたんですが、中々遅々として進まない。そちらの愛知県、東海地方の特殊事情で

はないかというような感じの見方が非常に多いので、非常に不愉快に思っております。いず

れにしてもこういった、特に私は西三河なのでうちの子どもが上の 3 人はもう全部大学出

て働いていますけれど、この子達が 20 年近く前、小学校とか保育園の時はちょうど私の家

の近くに大きな県営団地がありまして、保育園はだいたい 3 分の 1 ぐらいがブラジル人、

小学校も 2 割ぐらいがブラジルの子ども達、その子達がだんだん高学年になって減ってい

くんですね。中学校に上がるのが学年で二十何人いたブラジル人のうち 1 人とか 2 人、日

本語についていけない。これはあまりにもひどい。アメリカなんかマイノリティーのための

日本語教育というのは本当に一生懸命やりますし、日本で育った子どもはマインドはもう日

本人なんですね。今更向こうに帰ってポルトガル語でできるかというとできない。ですから

そういった子ども達をやはりしっかりと受け入れて日本語をしっかり勉強してもらって、日

本語を習っていただくということが必要ではないかというふうに思います。因みに学力テス

トってありますでしょ、小学校と中学校でやる。うちは小学校の国語だと基礎問題が 45 位

で応用問題が 47 位だったかな。それが中学校にいくと十何位になるんですね。数学にいた

っては 40 位くらいだったのが、中学校にいくと 4 位とかになるんですよ。これ原因ははっ

きりしているんです。小学校 6 年生の時は外国人の子ども達が受ける。中学校はそれがが

くっと減る。だから上がる。私は教育委員会には「だからそのせいだなんて言っているんじ

ゃないぞ。ちゃんと改善しろ。だからと言ってその外国人の子ども達に試験を受けさせない

ようなことをするんじゃないぞ。」と言っているんですけれど。これから更に日本は少子高

齢化で生産年齢人口が減っていく。愛知県、東海地区、中部地区の製造業ものづくりは外国

人労働者の方がいなければできませんから、そういった方々がしっかりと定住して、更に子

ども達も日本語をしっかり学んで、日本社会で生きていけるという形にすべきではないかと

いうことで、この多文化共生社会について体系的総合的な方針、それからまた日系定住外国

人施策の推進、受け入れ環境の整備、それから外国人児童生徒に対する日本語教育の充実、

そういったことは国をあげてしっかりやってもらいたい。そのことを皆さんと一緒に強く申

し上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。 
 
（阿部長野県知事） どうもありがとうございました。この多文化共生社会づくりにつきま

してご意見があればお願いいたします。川勝知事お願いいたします。 
 
（川勝静岡県知事） 大村知事に全面的に賛成します。在日の外国人、ブラジル人は 1 番
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が愛知県で、2 番は 2 万 6 千人で静岡県にいるんですね。御案内のように肉体労働みたいな

ことをしていても、大半の人は BA を持っているんですね。しかし、言葉が不自由とか色々

な事情でそれを充分に発揮できていない。ですが教育について熱心な人はたくさんいらっし

ゃるわけです。私はそういう子供たちが今大村知事がおっしゃったように、日本の社会の中

でポルトガル語も家でしゃべる、そして学校で日本語を学んで、そして工学者を目指す子も

いる。静岡文化芸術大学という大学があります。これは県立の大学ですけれど、私がそこで

学長をしていた時には倍率は 11 倍ですよ。今は公立大学になりましたけれど、そこで 後

に学生が答辞を読むでしょう。着物と羽織姿の女の子が上がって来まして、ちょっと発音が、

というか中身がはっきりし過ぎているなと思って聞いていたんですけれど、途中で「ポルト

ガル語でいいですか？」と言うんです。「ポルトガル語で少し言います」と。1 分間位ポル

トガル語で何か言ったんですよ。その言っている間に私もそこにいるわけです。涙を流して、

そしてまた気をとりなおして、日本語でしっかりとした御礼の挨拶をして、学長に答辞を渡

して段から下りたんですね。「いったい何を言ったんですか？」ということを後から聞きま

したら、10 歳の時にお父さんとお母さんに連れられて何も分からない日本に来た。そして、

「出稼ぎの子でもここまでできるというのは私の証明よ。お母様ありがとう」と言ったそう

です。お母さんがその卒業式に来ておられたんですよ。こういう頑張っている子がいる、こ

ういう優れた人材がいるんですね。12 年間でここまで来たんですね。10 歳から 22 歳でね。

だから私はもっと早く、なるべく日本語に馴染んで、そして、通常の学校にも行けるように

していく。かつてブラジルにいた日本人がサンパウロ大学の大半を占められたくらいであり

ますから、そういう経緯もございますので、こういうことについてはもっと日本語の教師を

充実して多文化共生の実を上げていくのがとても大切だと、特に東海地域、そういう人が多

いので、これを積極的に推進していくモデルを作りたいなと思います。以上です。 
 
（阿部長野県知事） ありがとうございました。他にいかがでしょうか。古田知事お願いし

ます。 
 
（古田岐阜県知事） 岐阜県も、愛知県さん静岡県さんに次いで多い所でありまして、正に

おっしゃったように永住化というのは一つの流れになっておりまして、私どもはそれを念頭

にきめ細かく色々な支援をやっていこうということで、高校生を対象としたキャリア教育で

ありますとか、保護者を対象とした教育、就労に関する情報提供でありますとか、進学指導

を行う支援教室の支援でありますとか、医療の点でも外国人が病院を受診する際の医療通訳

ボランティアの斡旋も積極的にやるということで、件数が年々増加してところでありまして、

今年度から医療通訳を新たに雇用する病院に対する助成といったことも始めたところでご

ざいまして、正に個別具体的な課題に対して、一つ一つ丁寧に対応していくということでや

らせていただいております。今回のご提案については全面的に賛成させていただきます。 
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（阿部長野県知事） ありがとうございました。西川知事お願いします。 
 
（西川福井県知事） 福井県も特定の町ですね、越前市という町ですが、ブラジルの方、IT
とかそういう産業でかなり増えておられると思いますが、そういう人達に限らず我々英語を

学ぼうとか、小中学校から学ぼうとか、外国語を学びたがるんだけど、日本語を教えるとい

う気持ちが全般に薄いんですよね。ともかく色々な人達に日本語を教えるというか、しっか

りトレーニングするという習慣をつけようとしています。例えば ALT というのは我々の子

ども達に英語を教えに来てくれるんだけれど、日本語をちゃんと勉強して帰ってほしいとい

うことで、日本語をもっと普及しようということをやろうとしています。それも一環かと思

います。 
 
（阿部長野県知事） ありがとうございます。他によろしいでしょうか。非常に皆さんポジ

ティブなご発言で、私もこの多文化共生社会づくりは重要だと思いまして、特に大村知事に

お話いただいた外国人の子どもに対する日本語教育、これは本当にこの前のテーマの少子化

のところで子どもの貧困対策とありましたが、子ども達を社会の中に迎え入れるという上で

は、外国人の子ども達に日本語をしっかり学んでもらえる環境を作るというのは極めて重要

だと思いますし、やはり社会の一員として迎える上ではコミュニケーションが一番重要なツ

ールですから、そこのところを我々が疎かにしていてはいけないなと私も思います。そうい

う意味でこの多文化共生社会づくりの推進については皆さんの強いご賛同をいただけたと

思いますので、原案通りということで国に提言していきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 
 それでは 18 番目の「ジビエの普及に向けた施策の強化・充実について」ということで、

これについては三重県の方からご説明をお願いします。 
 
（仲三重県フードイノベーション課長） ジビエの利活用の推進につきましては単に獣害対

策にとどまることなく、地方創生に取り組む中山間地域等におきまして、地域資源の有効活

用策として期待されているところですが、安全性の確保、供給対策の整備、販路開拓などの

面で早急に解決すべき課題が多いのも現状でございます。資料の右の上の現状 2 のところ

をご覧ください。多くの都道府県では厚生労働省のガイドラインに加えまして、独自の衛生

管理マニュアルを制定したり、また認証制度や登録制度を実施するなどジビエの安全安心確

保に向けた取組が進められています。しかしながら消費者とか店とかでの利活用というのは

まだまだ少ないような状況です。本県におきましても、「三重ジビエ」品質・衛生管理マニ

ュアルを制定し、このマニュアルを遵守する事業者を登録する「三重ジビエ」登録制度を設

けておりまして、捕獲から販売飲食にいたる川上から川下までの 100 近い施設を現在登録

していますが、捕獲した鹿の 5％程度の利活用にとどまっているのが現状でございます。一

方、現状 1、左の上をご覧ください。今国の方では鳥獣被害防止特別措置法の改正を秋の臨
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時国会で検討を予定しているということで、これはメインとしては銃刀法に基づく技能講習

の免除規定の延長ということなんですが、その一連の改正の中でジビエの利活用推進という

条項を追加するというような方向で検討されております。そこでジビエ利活用の更なる促進

に向けまして、この法改正を機に、左下に課題 1 と書いてございますが、特措法にジビエ

の安全・安心等を確保する仕組みづくりの推進を位置づけると共に、被害を受ける地域だけ

でなく、捕獲から解体処理、加工、流通、飲食と様々な事業者が地域を越えて連携し、安全

安心で高品質なジビエを消費者に提供するというような取組が進むよう支援の充実が必要

であると考えております。また、右下の課題２なんですが、ジビエを更に普及するためには

やはり国が中心となってジビエの安全性やおいしさ、ジビエの持つ機能性などを科学的な根

拠等を示しながら広く国内外に PR することが重要であるというふうに考えます。これらの

課題に対しまして資料の一番下にありますように、2 点提言したいということでございます。

説明は以上でございます。 
 
（阿部長野県知事） ありがとうございました。ただいまジビエの普及に関連してご説明い

ただきましたが、この 18 番についてご意見、お出しいただければと思いますがいかがでし

ょうか。池永副知事お願いいたします。 
 
（池永滋賀県副知事） ありがとうございます。滋賀県は県の 2 分の 1 が森林でございま

して、獣害ということに対して大変深刻な問題意識を抱いております。シカによる環境破壊、

とにかく山の森林の草木を食べてしまうという深刻な環境破壊があるのが現状でございま

す。従って今回ご提案いただきました鳥獣被害防止策ということと、地域資源の有効活用と

いうことでジビエの普及に向けた施策の強化・充実というご提案は全面的に賛同したいと思

います。ただ、なかなかジビエの普及というのはご承知のように難しいところがあって、ま

ず狩猟者が減っている、高齢化している、食肉も非常に扱いが難しい。シカ肉とかイノシシ

肉というのは E 型肝炎ウイルスなどの病原微生物に汚染されていることが多いなど非常に

扱いが難しく、衛生上の適正管理の問題があります。また、コンスタントに普及にとって必

要な供給ができるかといったことなど、数々の課題があるところであり、このように国に対

して提言をするというのは大変重要なことだと思っております。また、こういった鳥獣被害

というのは、おそらく中部圏の皆様にとってかなり共通の課題があると思いますので、今後

とも皆様のお知恵をいただきながら滋賀県としても取り組んでいきたいと思っております

のでよろしくお願いいたします。 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。長野県とし

てもジビエ振興に力を入れてきています。だいぶ飲食店等でもジビエ、シカ肉をおいていた

だく店も増えてきたなと思っておりますけれども、まだまだ、今池永副知事からも話があっ

たように狩猟者側の問題等もあって、しっかり普及していく上では様々な課題があるという
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のも事実だと思いますので、是非こうした提言を行っていきたいと思います。川勝知事お願

いいたします。 
 
（川勝静岡県知事） これは賛成ですけれど、1 頭殺しますね。そしてそれを加工の施設に

持って行かなければいけない。あっという間に腐りますし、重たいです。このジビエの普及

と捕獲した後の処理は中々難しいわけです。だからその前提として、鳥獣から人間の生活を

守るということでは今のままではだめですよ。ですからもう思い切ったことを考える時期に

来ている。それは、例えば自衛隊の方ですね。自衛隊は今熊本県で、前は東日本でも様々な

所で、もちろん御嶽山でも活動なさったわけですけれど、あの時は武器を携行していないで

しょう。ですから自衛隊の役割は、国民を守ることと国土を守ることの 後の砦と言っても

いいと思います。今、この鳥獣被害は国土に対して害を及ぼしているということで、今の規

定ではできないんですけれど、例えば、石川県の能登半島であるとか、静岡県の伊豆半島と

かは三方が海でしょう。だからそこで追い込む。殺すのではなくて追い込んで、一定の所で

生息させて頭数の調節をする。そういうふうにすると加工技術とも直結するということにな

ると思います。自衛隊の役割も国防は防衛と、天災から救援をする防災と両方あるんじゃな

いかと思っております。防災に実際上たくさん自衛隊の方々に出動願っているわけです。そ

の中に、この鳥獣被害に対して御貢献を賜わるような、そういう要請もする時期にきている。

或いは自衛隊の現役でなければ自衛隊の OB でもいいと思うんですよ。武器を携行しないで

ずっと全面的に縦断的に行って、特定の所まで追い込んで、そこでしばらく頭数の調節をし

て減らしていくというのが一案ですけれども、とりあえず私は自衛隊に対して出動を願う以

外に、さしあたって罠をしかけたり、狩猟者を増やすなどというようなことをしていてもと

てもじゃないけれど追いつかないというのが現実だと思っております。以上です。 
 
（阿部長野県知事） ありがとうございました。長野県も今ハンター養成講座みたいなのを

やって、かなり若い人達も関心を持ってもらえるようにもなってきています。また、川勝知

事から、運んでいる間に使えなくなっちゃうというお話もありましたが、今民間の皆さんが

移動解体車を製造中でありまして、これは県が許可する形になっていくと思いますけれど、

許可できるように調整していかなければいけないなと思っています。自衛隊の活用という話

は、自衛隊側の問題意識がどういうところにあるのかというところを我々全く今の段階では

把握していませんので、ちょっと今のは問題提起として受け止めさせていただいて、どう対

応するかというのは、また別途調整してやるようにしたいと思います。他にいかがでしょう

か。よろしいですか。特になければこの 18 番については、川勝知事のご提言について留保

付きではありますけれど、原案を国に対して強く求めていくという形にしたいと思います。 
 それでは 後 19 番でございます。「森林資源の利活用を通じた林業の活性化について」

ということでございます。これは石川県からのご提案でございますが、昨年度からの継続で

特段内容に変更がないということで説明については省略をいたします。この 19 番につきま
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してご意見があればお出しいただければと思いますがいかがでしょうか。特になければ原案

通り国に提言していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 以上で各県からご提案いただきました国への提言については全て審議を終了させていた

だきました。今後いただいたご意見を踏まえて、一部修正を加えた上で中部圏知事会として

国に提言をしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。国への提言につきまし

て、全体を通じてご発言がもしあればお出しいただければと思いますが、よろしいですか。

特になければ、次の「その他」に移りたいと思います。 
 
（２）その他 

  

（阿部長野県知事） まず始めに「第 104 回中部圏知事会議合意事項に係る報告」につい

て、これは三重県から書面報告がございましたので、配布資料でご確認をいただければと思

います。内容の説明については省略をさせていただきたいと思います。それから、各県市か

ら PR のご要望がございましたらご発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。河

村市長お願いします。 
 
（河村名古屋市長） 名古屋城にいっぺん。図面がありますので、日本が世界初というふう

に、寸分違わぬ復興ができる本丸・天守閣にお出でいただいて。そこから徳川家康が出陣し

ていって真田幸村ともう一歩のところまでいって、幸村さんが残念ながら届かなかったとい

うことでございますので、そういうことですので是非お出でください。 
 
（阿部長野県知事） はい、他にいかがでしょうか。川勝知事お願いします。 
 
（川勝静岡県知事） 名古屋城の再建を心から支援をするものであります。この間、静岡県

で「このはなアリーナ」という体育館を造ったんですが、7,700 本の県産材を使ったんです

よ。それは農林水産大臣賞をとりました。ですから、この名古屋城も国産の木を使っていた

だいて、そうすると森もありますということになるので、尾張名古屋を中部の森林で支える

ということにもなるのでいいというふうに思います。それからこの間、福井県で素晴らしい

恐竜博物館を見せていただきまして、感動いたしました。本県では、この程「ふじのくに地

球環境史ミュージアム」というのを造りまして、その館長はスウェーデン王立科学アカデミ

ーのメンバーという、日本でも 10 人位しかいないと思いますけれども、その内の一人でも

ある安田喜憲先生で、これがなんと 12 億円で造ったんですよ。ところが来場者は既に２万

人を超えています。県立高校を改修して、机とかイスを上手に展示で使う。一部パンフレッ

トで御覧いただきました。これが日本平の山麓にございまして、眺めのいい所でございます

ので、一度足を運んでいただきますと良いかと思います。静岡県は御案内のように 3 つの

プレート、フィリピン海プレート、太平洋プレート、北米プレートとが重なりあっている所
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でもありまして、富士山、南アルプス、駿河湾等がございます。そうした、地球の言ってみ

れば博物館的な所があります。それを博物館に落とし込んだものでございますので、PR さ

せていただきました。ありがとうございました。 
 
（阿部長野県知事） ありがとうございました。他にいかがでしょうか。古田知事お願いい

たします。 
 
（古田岐阜県知事） せっかくですから PR をさせていただきます。お手元に関ヶ原の関係

の資料をお届けしておりますが、このガイドマップというのをご覧いただきますと、関ヶ原

は関ヶ原だけではないということで、そこに至る様々な戦い、様々な経緯を含めて広域的な

観光、ということでやらせていただいております。それから、お手元に関ヶ原古戦場グラン

ドデザインという資料がございますが、それの 16 ページ以降をご覧いただきますと、この

地域大幅にこれから 5 年かけて改造していきます。もちろん歴史的な資産は大事にしなが

ら案内所、ビジターセンター、それから各拠点毎の陣地の整備とか、アクセスでありますと

か、 後に 21 ページにありますが、7 つの物語ということで、周遊モデルコースを作って

いくとか、大変広範囲にわたって関ヶ原の大幅なリフォームをやってまいりますので是非ま

た、関心を持ってお立ち寄りいただければありがたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
 
（阿部長野県知事） ありがとうございました。他にいかがでしょうか。西川知事お願いい

たします。 
 
（西川福井県知事） 資料の中に歴史の物差し、水月湖の年縞という資料があると思います

が、先程新幹線のお話をしましたが、敦賀から少し西に、日本海に接して三方五湖というの

がありますが、その中の 5 つの湖のうちの 1 つの湖、水月湖の湖底には毎年 1 ミリずつ 7
万年バウムクーヘンのように積もった年縞というのがありまして、そこに花粉であるとか植

物とかあらゆるものが詰まっておりますので、色々な気候情報がその中に入っているという

ことで、世界の色々な時代を測定する物差しになっているわけであります。先程川勝知事が

おっしゃいましたが、安田先生が共通に色々な監修などを並行的にやっていただいておりま

して、今年から来年にかけて年縞、長さが 45 メートルの展示の博物館を作ろうと思ってお

ります。恐竜博物館は 1 億年以上前のものでありますが、こちらは 7 万年以上のものの博

物館であるということでご参考に申し上げたいと思います。 
 
（阿部長野県知事） はい、どうもありがとうございます。大村知事お願いします。 
 
（大村愛知県知事） お手元に資料がありますが、今年 8 月 11 日から 3 年に 1 回の現代ア
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ートの国際展覧会「あいちトリエンナーレ 2016」を名古屋の街中を中心にやってまいりま

す。10 月 23 日までやりますので是非お越しいただければと思っております。そして、それ

が終わりますと 10 月 29 日から「第 31 回国民文化祭・あいち 2016」がありまして、これ

は伝統文化、伝統芸能ということで今年の 12 月にユネスコの世界文化遺産に日本の山鉾屋

台行事山車祭があるということで中部地区はその山車祭の宝庫、半分位がこの地域というこ

とでありますが、33 の重要文化財の内 5 つが愛知県ということでございまして、そういっ

た山車祭なども含めた伝統芸能ということで国民文化祭をやってまいります。そしてそれが

終わりますと、12 月には「第 16 回全国障害者芸術・文化祭あいち大会」ということで、今

年は 8 月からずっと愛知はアートの年ということでやっていきたいと思います。以上です。 
 
（阿部長野県知事） ありがとうございました。他にいかがですか。池永副知事お願いしま

す。 
 
（池永滋賀県副知事） 今お話をうかがっていて、滋賀県はもっといろいろ PR をしなけれ

ばいけないと反省した次第であります。今回の資料としては大変少ないんですけれど、中部

圏というのは歴史の舞台で、特に戦国における歴史の舞台ということもありまして、ご紹介

したいのは先ほども申しました石田三成の関係でございます。かなり歴史の評価が変わって

きているということで、今 You Tube で話題になっております石田三成の CM もございます

けれども、その中でも非常に江戸幕府的な歴史感で描かれた三成とは違った三成に会っても

らおうと、「ＭＥＥＴ三成展」を、三成ゆかりの彦根、米原、長浜で開催しております。中

部からですと比較的近い地域だと思いますので、是非、足をお運びいただければと思います。

もう一点、滋賀県は琵琶湖の存在が大きく、琵琶湖の面積は県の 6 分の 1 に過ぎないんで

すけれど、非常に存在が大きいということで、「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」が昨

年の 9 月に公布されました。こちらのパンフレットにご紹介しておりますような、びわ湖

一周ロングライドであるとか、びわ湖クルーズであるとか、琵琶湖を味わっていただくこと

ができますので、是非、中部圏の皆様には琵琶湖に足を運んでいただき、楽しんでいただけ

ればと思います。以上でございます。 
 
（阿部長野県知事） はい、ありがとうございました。予定の時間がまだ数分あるので私の

方からも恐縮ですが、「山の日」記念全国大会第一回目、上高地での開催ということになっ

ております。8 月 10 日から山の日当日の 11 日にかけて上高地、そして松本市内で開催して

いきたいと思っています。第一回目の大会にふさわしい、多くの皆様方にご満足いただける

ような良い大会にしていきたいと思っていますし、長野県、日本の 3 千メートル峰の内全

部で全国 23 ある内の 15 座を有する日本一の山岳県ということで、しっかり山の日を生か

した発信をしていきたいと思っています。それからもう一点「国際フラワーフォーラム 2016」
というパンフレットをお配りしていますが、7 月 7 日から 7 月 9 日の３日間の日程で松本市
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を中心に開催してまいります。花の文化、暮らしの中に花を取り入れるようにしていきたい

と思っています。先日の日曜日に開催した全国植樹祭においても、檀上に上がっていただく

ご来賓には造化の花ではなくて生花のコサージュを胸に付けていただいておりますし、そう

した取組も含めてお花をもっと暮らしの中に溶け込ませていくような取組を長野県として

は進めていきたいというふうに思っております。私の方からは以上でございます。 
 それでは皆様方、特によろしいでしょうか。それではありがとうございました。これで各

県市からの PR については終了させていただきます。 
 
（３）次回開催県挨拶 

 
（阿部長野県知事） それでは、 後に第 106 回次回知事会議の開催につきましては、申

し合わせによりまして静岡県で開催ということでお願いすることになっています。静岡県の

川勝知事から次回開催県としてご挨拶いただければと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 
 
（川勝静岡県知事） 次回開催県としまして御挨拶申し上げます。本日は長野県の知事さん、

特に上田城、真田丸を御案内いただきまして、誠にありがとうございました。上田城もさる

ことながら、武将隊の隊長、幸村役の方、名刺には自分の名前も書いてありますね。完全に

幸村になりきっている。ソフトパワーのすごさに本当に感じ入った次第でございます。因み

に大河ドラマ「真田丸」で幸村の相手役のきり、長沢まさみさんはジュビロ磐田の監督をし

ていた長沢監督のお嬢様で、静岡県もそういう所で貢献をしているということでございます。

石田三成や織田信長、 後は家康ということでございまして、その家康さんが亡くなられた

のが 1616 年 4 月ということで、久能山東照宮にお祀りになったわけでございます。その谷

を隔てた反対側の日本平ホテルにおきまして次回の中部圏知事会議を開催いたしたく存じ

ます。日本平、昔のものと違いまして、ホテルが全面改装、新築になりまして、 高の景勝

地となっております。是非全ての方々の御臨席を仰ぎたいと思っております。できる限りの

おもてなしをしたいと思っております。どうぞよろしく御来場いただきますようお願い申し

上げます。以上でございます。 
 
（阿部長野県知事） どうもありがとうございました。それでは次回、川勝知事には大変お

世話になります。よろしくお願いいたします。 
 
６ 閉会 

 
（阿部長野県知事） それでは以上をもちまして第 105 回中部圏知事会議を閉じさせてい

ただきたいと思います。皆様方のご協力で無事座長を務めさせていただくことができました。
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ご協力に心から感謝を申し上げたいと思います。それでは事務局にお返ししたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 
 
（愛知県政策企画局長） 座長を務めていただきました阿部長野県知事にはお疲れ様でござ

いました。ありがとうございました。それでは引き続きましてこの場におきまして合同記者

会見を行わせていただきたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。 
 
 


