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第１０６回 中部圏知事会議 議事録 

 

            日 時  平成28年11月７日（月） 13：30～15：50 
           場 所  日本平ホテル１階ボールルーム「日本平」 
 

１  開 会  
 

（愛知県政策企画局長） それでは、ただいまから第106回中部圏知事会議を開催い

たします。 

 出席者でございますが、西川福井県知事、阿部長野県知事、川勝静岡県知事、

大村愛知県知事、河村名古屋市長、寺林富山県副知事、竹中石川県副知事、岸岐

阜県副知事、西嶋滋賀県副知事の皆様でございます。なお、鈴木三重県知事にお

かれましては、公務の都合で会議途中からの出席となります。 

 それでは、開会に当たりまして、開催県であります静岡県の川勝知事から、御

挨拶をお願いいたします。 

 

２  開 催 県 知 事 挨 拶  

 

（川勝静岡県知事） 御挨拶を申し上げます。 

 本日は、中部圏知事会議に遠路はるばる静岡県までお越しいただき、誠にあり

がとうございます。前回は、長野県の上田市で阿部知事に御歓待を賜りました。

本日は、この会議に先立ちまして、皆様に久能山東照宮にお参りいただきました。

徳川家康公が1616年４月17日に御薨去なされ、その御遺言に従って、そこに埋葬

されたということで、ほとんどの方が本日、初めて御覧いただいたということで

した。尾張のお城を再建されるということで、そこに骨を移したいというような

お話も、落合宮司となさる機会も得られました。 

 この日本平の地は、その昔、日本武尊（やまとたける）が東征の途上こちらに

寄り、そしてこの上に登り、それが機縁になって日本平（やまとだいら）、今は

日本平（にほんだいら）と言われる、そういう縁
えにし

のあるところです。 

 また、ここから眼下に望む清水港、また駿河湾が、ちょうど４日ほど前に「世

界で最も美しい湾」に認定されました。これは以前、富山県知事から、富山湾と

松島湾が世界で最も美しい湾に認定されているという御教示をいただいたもので

す。これにより、日本海側の能登半島、立山に囲まれた富山湾と、そして太平洋

側の伊豆半島、三保の松原、富士山に囲まれた駿河湾とが、ともに「世界で最も

美しい湾」になりました。それを本日は眼下に望みまして、本来ならば「心地よ

く 晴れたる秋の青空に いよいよ栄える富士の白雪」といったところ、本日は
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少し温度が上がり、霞がかかっておりますが、天下の絶景のところで皆様に御協

議を賜ります。 

 本県は、富士山、南アルプス、そして、ここからも見ることができる日本一深

い駿河湾といった自然が豊かで、食材にも恵まれており、本日は食事をお召し上

がりいただいた訳ですが、本県は、食材の数が全部で439あり、これは、はばかり

ながら日本一の数を誇ります。 

 それから、こちらにお花などがございます。本県は、花きの品目数も704品目あ

り、恐らく、お花を使うという面では愛知県には劣っておりますが、花きの種類

では日本一ではないか、と思っております。 

ところで、富士山の「ふじ」というのは、アイヌ語であったそうです。後に漢字

が伝わり、以来、人々は様々な字を当ててきました。最初は、常陸の風土記に、

幸福の「福」に「慈しみ」と書いて「福慈」という字を当てたとのことです。当

時の人々は正しく、そういう意味を込めて富士山を仰ぎ見たに違いありません。

やがて、かぐや姫の物語の後段に出てきますが、「不死」、つまり不老長寿の願

いを込めて不死の山、と。それからまた、このような山はどこにもないという、

オンリーワンの意味で「不二（二つならず）」と、さらに今では「富」の下に、

立派な人物を意味する「士」を当て、富は立派な人材によって支えられるべきで

あると、また富は人材を育成するために使うべきであると、そうした意味合いを、

誰が決めたということなく使って、「富士」という漢字を当てています。 

本日は、不死の山と言われた富士山を望むこの日本平の地で、健康長寿について

皆様に御議論賜りたいと思います。本日の会議が実りあるものになりますように

お願い申し上げまして、歓迎の御挨拶といたします。 

 本日は、誠にようこそおいでくださいまして、ありがとうございました。 

 

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。それでは続きまして、中部圏

知事会会長であります、愛知県の大村知事から御挨拶を申し上げます。 

（大村愛知県知事） 皆様こんにちは。それでは、私からも一言御挨拶を申し上げ

ます。 

 午前中は川勝知事さんの、そして静岡県さんのお取り計らいで久能山東照宮を

拝見させていただきました。2010年国宝指定ということでお聞きいたしまして、

日光東照宮の原型ですよね、すばらしいものを拝見いたしました。ありがとうご

ざいました。 
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 また、今年の６月には、阿部知事、長野県さんのお取り計らいで、上田を拝見

させていただきまして、ありがとうございました。今年は「真田丸」が大変好調

ということで、大変お客さんも増えているとお聞きしておりますが、来年は「直

虎」さんで静岡県。我々愛知県も長野県も、少しかすっておりますので、三遠南

信も含めて、またしっかり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。 

 さて、前回の中部圏知事会議から５か月が経ちましたが、この間の経済状況は、

御存知のとおり、イギリスのＥＵ離脱等で円高基調が続いており、全国知事会で

私がリーダーを務めております「円高是正・デフレ対策プロジェクトチーム」に

おいて、デフレからの完全脱却と行き過ぎた円高是正ということで、国へもしっ

かり要請させていただきました。 

 日本経済の復活のためには、ものづくりの中心である、この中部地域の産業・

経済が元気にならないと、日本は元気にならないと思いますので、また引き続き

皆様と、この中部圏、９県１市の皆様と、しっかりと連携をとって頑張っていき

たいと思っております。 

 そしてまた、最近のトピックでは、９月下旬に、私と河村さんで、ベトナムで

開催されたアジア・オリンピック評議会総会に行ってまいりまして、プレゼンテ

ーションさせていただいて、2026年のアジア競技大会を、愛知・名古屋で共催す

るということで決定を見ることができました。ちょうど10年の期間がありますし、

2020年の東京オリンピック・パラリンピックの次の大きな目標になるということ

で、先般、安倍総理のところにも報告と協力要請に行ってまいりました。会場と

しては、岐阜県さん、静岡県さんにも御協力いただくことになっておりますので、

何卒よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 また、2026年の翌年、2027年度がリニア新幹線東京名古屋間開業の予定という

ことでありますので、そういったことも含めて、またしっかりと皆様と、中部圏

一体となって盛り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。 

 さて、きょうの協議話題は「健康長寿圏域づくりへの取組」ということでござ

います。静岡県さんを中心に、健康寿命が非常に長いというのも、この地域の大

きな特徴ではないかと思いますし、売りだと思いますので、そういったことも含

めて、今日は実りの多い会議になりますように。そしてまた、しっかりと報告書

をつくって、また大いに発信をしていきたいと思っております。 

 今日の会議、何卒よろしくお願い申し上げて、冒頭の御挨拶とさせていただき

ます。本日は誠にありがとうございました。 
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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。それでは会議を進めさせてい

ただきます。 

 本日の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

をいただくこととなっておりますので、静岡県の川勝知事にお願いしたいと存じ

ます。 

 それでは川勝知事、お願いいたします。 

 

５  議 事  

 ⑴  協 議 話 題  

 

（川勝静岡県知事） はい、ありがとうございます。それでは、これからは着座の

ままで進行させていただきます。 

 まず、本日の会議につきましては、記者会見等の都合もございますので、３時

30分終了を予定しております。皆様の御協力をお願いいたします。 

 それでは、議事の最初は協議話題であります。１時間30分程度を予定しており

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 初めに、私から、協議話題の「健康長寿圏域づくりの取組」につきまして、提

案趣旨及び本県の取組を説明いたします。 

 初めに、提案趣旨です。高齢社会を迎え、医療費、介護給付費の増大等が懸念

されている中、更に健康で長生きできる社会を形成していくことが求められてお

ります。 

 中部圏は、各県とも総じて長い健康寿命を誇ります。例えば、平成26年の健康

寿命の都道府県順位では、20位以内に中部圏９県のうち、男性が７県、女性では

８県が入っているなど、今後の健康寿命の延伸に向けた日本全体の取組をけん引

していくのにふさわしい圏域です。本日は、健康寿命の延伸に係る各県市の先進

的な取組について情報交換するとともに、連携して更なる取組を進め、中部圏か

ら全国に向け、健康長寿圏域づくりの取組を広げていくよう、意見交換を行いた

いと考えております。 

 本県の資料をお配りしておりますので、その資料に従いまして、資料の３ペー

ジをお開きください。 

 まず、本県の人口、県内総生産、製造品出荷額等は、この「静岡県の概要」、

左に記したとおりです。今回の会議に関わる事項については、右側に記しており
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ますが、県内高齢者の状況は、要支援・要介護認定率は全国で低いほうから第４

位、就業している高齢者の割合は全国で高いほうから第４位ということで、元気

な高齢者が多い状況です。 

 ４ページを御覧ください。本県の健康寿命は、国内トップクラスです。その主

な理由ですが、県内で産出される食材数が国内一の439品目を数え、食生活が豊か

であるということ。和食は世界の無形文化遺産になりましたが、季節に応じて旬

のものをいただけるということが、健康寿命を伸ばす一つの要因になっておりま

す。 

 それからまた、静岡県は、お茶の生産、消費額とも日本一です。生産の４割、

流通量の６割、一世帯当たりの消費量は全国平均の２倍に相当し、お茶が非常に

健康に良いということで、これがもう一つの理由であると考えております。お茶

につきましては、認知症予防、あるいは肥満防止などへの効果に関する研究成果

が既に報告されているところです。ただし、これはペットボトルではなく、煎茶

で飲むというのが本県の特徴です。 

 ５ページを御覧ください。静岡県における県民の健康づくりに係る取組、「健

康長寿プロジェクト」の概要です。東京大学、浜松医科大学、早稲田大学、県立

大学等々と連携し、健診データやコホート調査などのデータ分析を行って、地域

の健康課題、これを「見える化」して県民の関心を集める努力をしております。

そして、課題を解決するための施策のデータとしても活用しております。 

 また、運動習慣、食生活の改善、積極的な社会参加、この三つ。すなわち食生

活だけではなくて運動の継続、また引っ込み思案にならずに社会参加をする。こ

の三つのことをされている方が、健康寿命が長いということがコホート調査によ

って分かっております。これを我々は「ふじ３３（さんさん）プログラム」と称

しまして、その普及に取り組んでおります。 

 さらに、健康づくりに取り組む県民が協賛店舗で特典を受けることのできるマ

イレージ事業や企業表彰制度などにより、県民の健康づくりへの動機付けやモチ

ベーションを高めるように努めております。 

 ６ページを御覧ください。これは「見える化」の一例です。独自に県内医療保

険者から提供を受けた約61万人分、大体、県民の６人に１人に相当する分の検診

データを活用しまして、メタボリックシンドローム、高血圧、糖尿病などの健康

課題ごとに市町別マップを作成し、公表しております。 

 この地図は、メタボ該当者の状況を示しております。右側、オレンジ色が濃く

なるほど健康課題があることを、青い色、西側の市町が多く該当していますが、

濃くなるほど健康であることを表しており、市町別の状況が一目で判別できるよ
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うになっています。メタボにつきましては、県東部の市町に該当者が多いことが

一目瞭然です。 

 ７ページを御覧ください。この地図は、県民健康基礎調査の結果を活用し、地

域ごとの食の傾向を示しております。県の東部地域、すなわち富士山の麓の辺り

ですが、コロッケや惣菜パンなど、脂肪分の多い食品の摂取頻度が多いことが分

かります。また伊豆半島、伊豆地域では、漬物や干物など、塩分の多い食品の摂

取頻度が他地域に比べて多いということが分かります。 

 こうした地図を具体的にお示しし、脂肪分や塩分の多い食事がメタボや高血圧

の大きな原因であることを県民の方々に認識していただき、該当者の多い東部、

伊豆地域の住民は、特に食事に気をつけるように呼び掛けているところです。 

 ８ページを御覧ください。「健康マイレージ事業」は、事業に協力していただ

ける店舗を募り、健康づくり活動を行う県民が協力店舗で特典を受けることがで

きるもので、県と市町が協働して行っております。特典を用意することにより、

県民が健康づくりに取り組む動機付けとなっています。本年７月現在、県内35市

町のうち24の市町、３分の２において実施しており、参加者は２万5,000人、協力

店は845店を数えます。 

 ９ページを御覧ください。高齢者の定義は、65歳からとされています。これは

昭和31年、1956年にＷＨＯ、世界保健機構が定めたものです。当時の日本の平均

寿命はちょうど60歳代前半辺りでした。ですから、これはそのまま厚労省の受け

入れるところとなり、65歳をもって高齢者として今日に至っております。これは

60年前のことです。しかし、現在の平均寿命は男女ともに80歳を超えております

から、この高齢者の区分は実態に合っていない、というのが本県の認識です。ま

た事実、本県では、65歳以上でも元気で明るく活躍している方が数多くいらっし

ゃいます。 

 そこで、新たにふじのくに型「人生区分」を提示しています。まず、商工会議

所の青年部は45歳以下、あるいは青年会議所は40歳以下であることに基づき、45

歳までは「青年」と区分しています。それから、健康寿命が、女性の場合は四捨

五入すると76歳ですので、それを「壮年」と名付け、壮年30年のうち、最初の10

年を「壮年初期」、それから、56歳から65歳を壮年の真ん中の「盛期」、盛んな

る時と区分しています。そして、66歳から76歳を「壮年熟期」と捉えており、65

歳以上であっても、健康であれば支えられる側ではなく、地域を支える側の世代

であるということを提示しています。 

 それから、77歳で喜寿になりますが、これ以降は「初老」、80歳からは「中老」、

88歳の米寿を迎えてからは「長老」と呼び、「後期高齢者」といった失礼な言い
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方を使わず、敬老の精神をもって表しています。 

 10ページを御覧ください。これは、ふじのくに型「人生区分」に対する皆様の

御意見の一部を紹介しております。ふじのくに型「人生区分」、これは日本全体

の人生区分にそのまま使えるものですが、高齢者に区分される年代の方を中心に、

「自信を持って生きていこうと思う」など、この人生区分によって、励まされて

いるという方が数多くいらっしゃいます。こうした国内での反響を受け、今では

中国語、韓国語、英語等でも紹介をしており、例えば、本県が友好協定を結んで

いる中国の浙江省では、学術フォーラムなどで紹介したところ、多くの方々が高

い関心をお示しになりました。 

 11ページです。「社会健康医学」については、京都大学の大学院に設置されて

いる科目の一つであり、その研究推進についてです。静岡県では、社会健康医学

の科学的知見に基づく取組、研究を推進し、健康寿命の延伸に資するべく、今年

度、社会健康医学基本構想検討委員会を設置しました。その委員長には、京大の

医学部の元部長であり、また現在、静岡県立大学の理事長をお務めいただいてお

ります本庶佑先生に委員長をお願いいたしまして、委員は県内外の学術、医療、

健康、長寿の有識者から成ります。本庶佑先生は、今年のノーベル賞の候補の筆

頭であった方です。この委員会において、社会健康医学の研究のあり方、研究の

推進の方向性などについて御検討いただいており、今年度末を目途に基本構想を

策定していただく予定です。 

 12ページです。「ファルマバレープロジェクト」について御紹介いたします。 

 2002年に、県立静岡がんセンターが富士山の麓の長泉町に開院し、日本でもト

ップクラスのがんの治療を行っています。本県では、世界一の健康長寿県の形成

を目指し、医療機関を中心とする産業集積クラスターとして、薬局の意味の

「pharmacy」を用い、また、箱根の麓、それから富士山の麓、ちょうど谷あいに

なっていることから、アメリカのシリコンバレーに倣って「ファルマバレー」と

称して、静岡がんセンター等が世界的な研究開発を推進して、健康増進、疾病克

服に取り組むとともに、産学官金、金融機関も入れてネットワークを構築し、医

療健康産業への参入、医薬品、医療機器の製品化を促進する「ファルマバレープ

ロジェクト」を推進しています。 

 本年９月にプロジェクトの拠点施設「ファルマバレーセンター」をオープンし

ました。この施設は、研究開発、地域企業の成長支援、高度な医療人材の育成な

どを担うものです。がんセンターの近隣に廃校となっていた高校がありましたの

で、これを拠点施設として整備しました。 

 13ページです。このファルマバレープロジェクトについては現在、「ものづく



 － 8 －

り」「ひとづくり」「まちづくり」「世界展開」を施策の基本方向とする第３次

戦略計画を実行しているところです。参画企業は現在500社ですが、これを1,000

社にすることを目標としています。また、本県の医療機器生産金額は年間4,000億

円、これは２位の栃木県が2,000億円弱ですから、断トツでトップです。医薬品生

産金額と合わせると１兆円規模となり、2014年まで５年連続全国１位です。化粧

品の生産額も年間4,000億円です。これらを総額２兆円規模に拡大させることを目

指しており、「美と健康の都」と称される県づくりを進めたいと考えております。 

 14ページです。本県は、健康長寿県を目指す中部圏各県市と共に取り組むこと

により、いわばアメリカンドリームに代わる「ジャパニーズドリーム」を一緒に

つくり上げていきたいと考えております。その基礎になるのは、やはり「健康で

豊かである」ということと考えており、本県は、「健康で豊かな静岡県」を目指

し、県民の健康寿命の延伸と健康産業の発展に取り組んでおります。 

 以上です。ありがとうございました。 

 それでは、各県市の取組状況や課題等につきまして、御発言をお願いいたしま

す。時間が限られておりますので、恐縮ですが、各県市６分程度でお願いいたし

ます。 

 それでは、富山県の寺林副知事から、順に御説明をお願いいたします。 

（寺林富山県副知事） それでは、富山県の資料を御覧いただきたいと思います。 

 最初に１ページでございますけれども、富山県の健康寿命につきましては、男

性が70.63歳、女性が74.36歳となっておりまして、平均寿命との間に、男性で９

年、女性で12年ほどの差がございます。こうしたことから、個人の生活の質を向

上させまして、医療費の増大の抑制につながる健康寿命の延伸にしっかりと取り

組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 本年度は、経済団体をはじめとしまして、医療保険者、医療機関、行政、地域

や学校などの関係団体から成ります富山県健康寿命日本一推進会議を設置しまし

て、地域職域健康づくり応援事業、そしてまた企業連携健康づくり応援プロジェ

クトなど、さまざまな施策を展開しているところでございます。その際には、次

の右側にもございますけれども、「身体活動・運動の増加」、そしてまた「食生

活の改善」、それから「糖尿病重症化予防」に重点を置いているところでござい

ます。 

 ２ページを御覧いただきたいと思います。健康寿命の延伸に向けた機運の醸成

についてでございます。 

 昨年度は、健康に無関心な層への働き掛けを行うため、「めざせ健康寿命日本

一応援キャンペーン」を実施しております。本年度におきましては、地域職域健
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康づくり応援事業としまして、各種団体や企業などが実施しております新たな健

康づくりへのチャレンジを支援し、県内全域での県民運動の展開につなげていき

たいと考えているところでございます。 

 また、働く世代の生活習慣病の予防を促進するために、26年度以降から、すぐ

れた健康づくりに取り組む企業や団体を表彰することも行っているところでござ

います。 

 次の３ページを御覧いただきたいと思います。 

 減塩に関する取組でございますが、今年度より、県内全ての公立小中学校の給

食パンにつきまして、15％の減塩化を実施したことをはじめとしまして、子供、

親、祖父母など一堂に会した「３世代ふれあいクッキングセミナー」などの取組

を行っているところでございます。 

 また、野菜摂取の促進に関する取組としましては、「サラベジ！推進プロジェ

クト」と題しまして、企業と連携して社員食堂での野菜摂取を促進するための取

組を行っております。また、株式会社カゴメと連携しまして、「野菜生活100」の

パッケージデザインに富山県の健康広報スペースを確保しまして、県内スーパー

等での店頭において消費者への周知を行ったところでございます。 

 次に、４ページを御覧いただきたいと思います。 

 運動習慣の定着についてでございますけれども、毎年開催しております「富山

県民歩こう運動推進大会」をはじめとしました各種ウォーキングイベントの開催

や、昨年度は商店街やショッピングセンターにおきましてウォーキングを行う「冬

こそウォーキング」を開催しております。今年度は、冬場だけでなく、更に半年

間で500キロメートルや1,000キロメートルといった目標に向かって継続的に歩い

ていただき、目標達成者に対しまして健康関連の景品を抽選でプレゼントする企

画を行っております。 

 具体的には、右下にございますけれども、目標達成のため、特に公式スマート

フォンアプリを使用しまして、歩数、歩いた数に応じまして、北陸新幹線の新高

岡駅から東京駅までの各駅を踏破していく仕組みを採用しまして、楽しみながら

目標達成ができるような工夫も行っているところでございます。 

 次の５ページを御覧いただきたいと思います。 

 健康寿命の延伸に向けた社会参加についてでございますが、食生活や運動に加

えまして、社会参加の要素が重要であると考えておりまして、本県の老人クラブ

の加入率が高いことから、その組織力を活かし、ひとり暮らし高齢者宅を訪問し、

話し相手となるなどの「高齢者訪問支援活動」や、地域における子供の見守り、

環境美化、健康づくりなど、様々な活動を行っているところでございます。 
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 また、専門知識や技術を有する高齢者の就業と県内企業の人材確保を支援する

ため、平成24年10月に「とやまシニア専門人材バンク」を開設しまして、高齢者

と県内企業を効果的にマッチングするなど、高齢者の社会参加につながる取組も

積極的に行っております。 

 次のページを御覧いただきたいと思います。 

 健康に関して産業振興の面から本県の状況を説明させていただきますが、まず

医薬品の生産拠点についてでございます。本県の医薬品産業は、近年大きく進展

しておりまして、26年の生産金額は6,163億円と過去最高を更新しておりまして、

本県の基幹産業の一つとして、本県経済を牽引していくことが期待されていると

ころでございます。 

 今後更に発展していくために、県薬事研究所に最新鋭の質量分析計などの高度

な分析機器をはじめ、県内メーカーの要望が多い分析機器を整備した未来創薬開

発支援分析センターを設置しまして、県内製薬企業や大学による利用を促進する

こととしております。 

 こういったことで、記載のとおり、特色のある各種の取組を多々行っていると

ころでございます。 

 続きまして、７ページを御覧いただきたいと思います。 

 県内の医薬品産業を活用した未病対策の推進でございますけれども、今年度は、

平成28年10月の12日から14日にかけまして、パシフィコ横浜で開催されました展

示会「ME-BYO Japan 2016」の富山県ブースにおきまして、富山県内製薬メーカー

のヘルスケア関連製品や、富山県での薬用作物の栽培振興実用化促進の取組を紹

介することによりまして、本県の農業や医薬品産業等を活用した未病対策の推進

を図ったところでございます。 

 最後に、８ページを御覧いただきたいと思います。ライフサイエンスによる新

たな産業の創出についてでございます。 

 平成25年８月から、北陸ライフサイエンスクラスターに、富山県、石川県、福

井県３県で、産学官金37団体が連携しまして、がん・生活習慣病・認知症の「予

防・診断・治療」のための医薬品や、診断技術の開発と事業化に向けて取り組ん

でいるところでございます。 

 特に強調したいのは、健康関連産業に関してでございますけれども、機能性食

品として注目されておりますアスタキサンチンの研究開発がございます。これに

つきましては、県内企業がライフサイエンスクラスターと連携しまして、富山大

学大学院医学薬学研究部との共同研究によりまして、認知症を予防する機能性食

品の開発に取り組んでいるところでございます。 
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 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（川勝静岡県知事） 寺林副知事、ありがとうございました。以降、石川県、福井

県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、名古屋市の順番でお願いします。 

 それでは続きまして、石川県竹中副知事、お願いいたします。 

（竹中石川県副知事） はい。それでは石川県の取組を御紹介させていただきたい

と思います。 

 資料の１ページを御覧いただきたいと思います。 

 本県の健康寿命でございますけれども、記載のとおり、平成25年が73.38歳で、

全国８位と、総じて高い位置を占めております。健康寿命の延伸には、適切な食

生活でありますとか、あるいは運動習慣、社会参加、そして病気の早期発見・早

期治療、これが重要な要素であるというふうに思っております。この件に関して、

何点か本県の特色を紹介させていただきたいと思います。 

 まず、医療提供体制でございますけれども、本県の人口は約115万人であります。

３次医療機関である県立中央病院や二つの大学病院をはじめ、多くの医療機関が

存在しておりまして、人口当たりの病床数や医療従事者の数が多いといった、そ

んな特徴がございます。そうしたこともあってか、特定健診の受診率などが全国

で高い位置を占めており、県民の健康に対する関心が高いのではないかと、そん

なふうに思っております。ただ、裏返せば、医療機関が多く早めに受診するとい

うので、医療費が高くなっておりまして、中部圏では最も高い状況であります。 

 次に、食生活についてでございますけれども、本県は、生産量は少ないんです

けれども、加賀野菜でありますとか、あるいは能登野菜など、地域の風土や文化

と密接に結びついた特色ある農林水産物が多いという、そんな特徴がございます。

また、古くからの発酵技術を生かして、かぶらにブリを挟み込んで発酵させた「か

ぶら寿司」――ちょうど今ごろが漬け込み時期でございますけれども、そういった

ものや、魚醤で有名な「いしる」など、独特な発酵食品がございます。近年、発

酵食品が腸内環境を整えて肥満防止効果があるという、そんな研究報告もされて

おりまして、私どもの県立大学と連携をして発酵食品の開発にも力を注いでおり

ます。 

 次に、その下の「生活文化」というところですけれども、本県では、老人クラ

ブ加入率が富山県さんに次いで２番目ですけれども、高く、健康づくりや生きが

いづくりに活躍される高齢者が多いといった、そんな特徴がございます。特に、

藩政期から受け継がれてきました文化活動、これが盛んでありまして、茶道やあ

るいは華道をたしなむ割合が全国上位となっております。そんなこともありまし

て、昨年、「いしかわ文化振興条例」というものを策定をさせていただきまして、
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いしかわ県民文化振興基金というものを積みまして、これを全国最大となります

120億円に拡充をさせていただきました。そのことで、県民の皆さんが石川の文化

に親しむ環境を整備をしたということでございます。 

 このようなことも要因となりまして健康寿命が長くなっているんじゃないかな

というように考えております。 

 １枚おめくりいただきまして、２ページを御覧いただきたいと思います。 

 次に、健康寿命延伸に向けた取組についてでありますが、これまでも様々な取

組を進めてまいりましたけれども、塩分の摂り過ぎや、あるいは野菜不足が課題

となっておりまして、更なる取組を進める必要があるというふうに考えておりま

す。 

 このため、食の観点から、エネルギーや塩分控えめ、あるいは野菜が多く、し

かもおいしい「いしかわヘルシー＆デリシャスメニュー」というものの開発や普

及に取り組んでおります。先ほど申し上げましたけれども、特色のある、特徴の

ある多くの食材を活用いたしまして、管理栄養士による栄養計算に加えまして、

プロの調理人によるおいしさも追求した、そういったメニューを開発し、一般家

庭への普及を図っております。現在日本最大のレシピサイトであります「クック

パッド」への掲載でありますとか、あるいはスーパーマーケットでのレシピカー

ドの配置なども行っております。 

 また、近年、従業員の健康増進を図ることで、生産性や企業価値を高める健康

経営という考え方が注目されております。従業員の健康づくりに寄与する社員食

堂も見直されてきているんじゃないかというふうに思っております。この「ヘル

シー＆デリシャスメニュー」の考え方を生かしたメニューを社員食堂で提供し、

社員の健康づくりに取り組む企業も出てきております。 

 このほか、「もっと野菜プロジェクト」というふうに銘打ちまして、１日の野

菜摂取量の目標350グラム以上の達成に向けまして、野菜ソムリエによる企業への

出前講座などにも取り組んでおります。 

 次の３ページを御覧いただきたいと思います。 

 働く世代の健康づくりの支援についてでありますが、本県では、食の課題に加

えまして、「運動習慣のある者が少ない」、あるいは「１日の歩数が少ない」、

そういった傾向がございます。特に働く世代に顕著に見られます。これまでも、

出前講座でありますとか、企業の表彰などを実施してまいりましたけれども、「健

康経営」が注目を集めている中で、「従業員の健康づくりに関心はあるんだけれ

ども、どうしたらいいかわからない」と、そういった声もありましたので、今年

度より新たに、企業と連携をして働く世代の健康づくりに取り組むことといたし
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ました。例えば、歩数計を購入し企業内で競い合う、そんな従業員の健康づくり

に取り組む企業を支援するといったものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、最後のページになりますけれども、50才からの

足腰強化の推進についてでございます。 

 要支援あるいは要介護になる一番の原因、これは脳卒中でも認知症でもなく、

骨や筋肉、関節といった運動器の障害であります。そのため、運動器が衰え、転

倒して寝たきりにならないよう、出前講座や集団健診会場でのトレーニング指導

など、高齢期になる前の50歳からの足腰強化に取り組んでおり、いわゆるロコモ

予防に努めております。 

 国では、健康寿命の延伸を、解決すべき重大な課題と位置付けておりまして、

本県におきましても、団塊の世代が後期高齢者となります2025年を見据え、生涯

を通じた健康づくりの推進にしっかりと取り組んでいきたいと、そんなふうに考

えております。 

 以上です。 

（川勝静岡県知事） 竹中副知事、ありがとうございました。 

 それでは、福井県西川知事、お願いします。 

（西川福井県知事） それでは、福井県の資料で御説明をいたします。「健康長寿

圏域づくりへの取組」という資料が入っていると思いますので、御覧ください。 

 三つのことを申し上げます。まず、健康長寿をもたらす食育運動。次に、高齢

者の生きがいづくり。最後に、高齢者の暮らしの安全を守る在宅ケアについて御

紹介をいたします。 

 福井県も、資料に書いてございませんが、平均寿命あるいは健康寿命ともに、

大体５位前後から10位以内に全て男女とも入っておるわけであります。健康長寿

県であります。そこで、健康長寿のためには食べ物が大事かと思います。 

 「食育」という言葉が最近よく使われますが、日本で初めて「食育」という言

葉を使い、これを実践したのは、そちらに書いてありますが、石塚左玄という学

者の方といいますか、お医者さんでありました。地元の食べ物が健康によい。い

わゆる「地産地消」ですね。それから「一物全体」。一つの食材、お魚なら頭か

ら尻尾までみんな食べるといいますか、こういう考え方を説いたわけでありまし

て、我々は、そういう考え方をもとに、子供たちへの小さい時からの食の関心を

深めていこうというふうに思っております。「地場産100％和食給食」ですね。間

もなく11月24日に「和食の日」というのがあるんですが、県内全小中学校で「地

場産100％和食給食」を実行しております。 

 それから、越前がにの食べ方ですね。県内中学生全員が越前がにを食べるとい
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うことを何年か来行っております。ちょうど越前がには今日解禁されまして、越

前がには、ズワイガニという日本一高いカニとセイコガニというメスガニ、これ

はおいしいんです。地元では非常にみんな好きなんですが、大体大きく二つ。ま

た水ガニというカニがありまして、３種類ありますが、子供たちにはメスガニの

セイコガニというのを、みんなで食べ方を習うということであります。 

 なお、ちょっと脱線しますが、今日の越前がにの一番最上級のカニは、競り値

が37万円でありまして、ここ数年値段が上がっておりますが、一般にもっと普通

のカニもありまして、みんなで楽しもうということになります。 

 それからもう一つ、食育活動の中で、高校生ですね。この辺になると、ちょっ

と食べ物について無頓着になる可能性もありますので、「全国高校生食育王選手

権」ということを10年来始めておりまして、現在33の道府県から参加を願ってお

るわけであります。 

 それから、「おいしいふくい食べきり運動」というのを、これも10年間ぐらい

続けておりまして、うまいものを作ろうと。まずいものをあまり作ってはいかん

と。それから、作った以上は食べきろうという、こういう運動であります。こう

いう運動を、ずっと婦人会などと協力しながら進めておりまして、今年の10月に、

全国の245の自治体が参加し、全国協議会を設けました。中部圏の９県１市の皆様

にも参加を頂いて、共にやっていこうということになっております。食べきりと

いうことも大事ですが、おいしいものを作ろうということを念頭に置いて行って

おります。 

 次に、高齢者のお話。今、川勝知事をはじめ、詳しいお話を聞いて大変参考に

なったところでありますが、福井県では、まず高齢者の生きがいづくりを進めて

おりまして、社会参加などを強化していこうということです。福井県は、高齢者

の有業率が全国第４位でありますし、シルバー人材センターの引受額が全国第１

位と、非常に活動的な組織であります。そこで、こういう元気な熟年の人たちが、

働くと同時に、みんなで集まろうということで、「ふるさと茶屋」というのを今

つくっております。古い民家ですとか、集会所が余ってきたような状態もござい

ます。そういうものをうまく使って、みんなで集まろうということに対し、建物

を応援したり、あるいは活動を、いろんなビジネスをやったり、住民との触れ合

いですね。ここにいろんな写真の様子で書いてありますが、こういう活動を今広

げておりまして、県内で20地区実施しようと。現在約半分、８地区がこういう活

動を始めておるところであります。若い、京都あるいは大阪の学生たちも、こう

いうものと一緒に参加していると、こういう動きも出ております。 

 最後に、３点目のお話でありますが、在宅ケアの推進による高齢者の暮らしの
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安全・安心の向上であります。特に中部圏、特に北陸もそうでありますが、医療

が非常に整っておりまして、それは良いことでありますが、ともすると病院に簡

単にかかってしまうという、こういう問題がありますので、できるだけ在宅で、

自分で生活をしながら必要な医療を受けると。こういう動きを、福井県全体の中

で、北部に当たる坂井地区で始めております。在宅で主治医とか副主治医をしっ

かり決めて、いざというときには24時間、何かあったときにはある拠点病院でち

ゃんと面倒を見るというシステムであります。みんなあらゆる関係者が情報を共

有して、無駄のない医療、ケアをしようということでございます。 

 グラフに書いてございますように、これを受ける方も増加しておりますし、医

療費も、数ポイントこれによって下がっているということでありますので、これ

を今、全県的に支援をし、拡大をして、退院あるいは入院のルールを決めたり、

医療圏を超えて、どの地域に戻られても在宅医療などがスムーズに受けられると。

こういうシステムを実行する予定でございます。 

 以上であります。 

（川勝静岡県知事） 西川知事、大変興味深い、食育の取組について御紹介いただ

き、ありがとうございました。石塚左玄については、初めて知りました。 

 続きまして、長野県阿部知事、お願いします。 

（阿部長野県知事） それでは、長野県から御報告したいと思います。長野県の資

料を御覧いただければと思います。まず、今回「健康長寿圏域づくり」というこ

とで、こうしたテーマ設定をいただいたこと、大変時宜を得たものではないかと

思っています。ＷＨＯの統計では、日本が世界で一番長寿だと。その中で、長野

県、平均寿命が一番長いということで、海外に出かけると、「世界で一番の長寿

地域です」と私は宣伝させていただいています。健康寿命や平均寿命の統計を見

ると、この中部圏域、日本の中でも非常に健康長寿の地域ですので、ぜひ一体で、

この辺を強化すると同時に発信をしていければありがたいと思っています。 

 長野県の資料の１ページでありますけれども、長野県の平均寿命、平成22年の

厚生労働省の都道府県別生命表では、男性も女性も平均寿命が１位となっていま

す。御覧いただくように、男性も女性も昔から１位だったということではなくて、

特に女性は、平成22年にやっと全国１位にたどり着いたという状況であります。 

 その要因は何かということですが、２ページのところですが、私どもで健康長

寿の要因を分析した中で、主要なものでありますけれども、まず長野県は、高齢

者の就業率が高く、年をとっても働いている人が多いということがあります。そ

れから農業県でもありますので、野菜の摂取量が多く、男性も女性も日本一であ

ります。それから健康ボランティアによる自主的な健康づくりへの取組が活発と
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いうことで、食生活改善推進員は県内で約3,500人の皆さんが活動しております

し、また保健補導員の方も１万人が活動していて、地域の中で、健康づくりへの

取組が積極的に行われてきています。 

 それから、保健師の数が全国で２番目に多いことや、これまで農村医療を中心

に、医師、保健師、看護師、医療関係者の皆様方が農村部に入って地道な取組を

してきたということも、長野県の健康長寿に結びついています。 

 ３ページですが、これまでの取組として、これはかつての取組でありますが、

「減塩運動」、あるいは「一部屋暖房運動」、あるいは「演劇や病院祭」など、

健康の話をわかりやすく住民に伝える活動が長年行われてきました。 

 また、先ほど申し上げた保健補導員制度や、あるいは医師、保健師、栄養士等、

関係の皆様方が積極的に保健予防活動に取り組んでこられたことの成果でもあり

ます。 

 しかしながら、私ども、このままの状況ではほかの県に平均寿命日本一をとら

れるのではないかという危機感を持っておりますので、今「信州ＡＣＥ（エース）

プロジェクト」ということで、４ページの取組を進めています。「エース」とい

うのは、何とか１番を死守したいということと、それから「ＡＣＥ」というのは、

それぞれ「Action」「Check」「Eat」ということで、体を動かす、健診を受ける、

健康に食べるという、この「毎日続ける速歩と体操」「家族そろって必ず健診」

「減らそう塩分、増やそう野菜」。こうしたキャッチフレーズで、県民運動とし

ての取組を進めています。 

 ５ページでありますが、具体的な取組としては、例えばモデル市町村や企業で

体を動かす取組。ウォーキングコースの設定やウォーキングイベント、あるいは

モデル事業所においての運動、体操。こうしたものを進めてきております。 

 また、右側にありますように「ＡＣＥ弁当・メニュー」ということで、コンビ

ニや食堂と連携して、健康に良い、野菜が多くて塩分が少な目のお弁当の提供も

進めてきております。 

 また左下、かつてのように地域の活動も重要ですけれども、働き盛りの世代は

会社や工場に勤めている方も多いので、そういう意味で、企業ぐるみの活動が大

事ということで、健康経営も進めています。今、企業の皆さんに健康づくりチャ

レンジ宣言をしていただいていますが、今のところ100近い企業でこういう取組を

進めてきていただいています。 

 それから、関係団体の皆さんと一緒にネットワークを構築して、オール長野県

で取組を進めています。 

 それから６ページですが、これはまた違う観点で、高齢者の社会参加、長野県
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は高齢者の就業率が高いということで、私ども「人生二毛作社会づくり」と題し

て、学校を出て、就職して、定年して、あとは老後というような社会のサイクル

を変えていこうと。一度退職しても、もう１回別の形で人生を謳歌してもらうよ

うな手助けをしていこうということで、今、（公財）長野県長寿社会開発センタ

ーにシニア活動推進コーディネーターを配置して、地域の活動への参画支援、あ

るいは企業への就労支援を行ってきています。 

 最終ページ、７ページのところですが、今後の取組として「ＡＣＥプロジェク

ト」を更に進めていくこと、「人生二毛作社会づくり」を更に進めていくことを

挙げています。また、医療介護提供体制の整備と、それから日本財団とも連携し

て、今自殺対策を一生懸命進めています。それから食や暮らしの安心への取組と

いうことで、「信州健康エコ住宅助成金」ということで、環境に優しいと同時に、

長野県は寒冷地でありますので、ヒートショック等をなくすという意味でも住宅

が大事ですので、こうした健康エコ住宅の助成金の取組も始めています。 

 長野県からは以上でございます。 

（川勝静岡県知事） 長野県阿部知事、ありがとうございました。 

 続きまして、岐阜県岸副知事、お願いいたします。 

（岸岐阜県副知事） 右上に「岐阜県資料」と書いてある横長の紙でございます。 

 めくっていただいた１ページ目は、ほかの県とほぼ同じでございますが、岐阜

県の健康寿命。これは全国女性が12位、男性が19位ということで、中の上あたり

でございますけれども、静岡をはじめとするトップクラスの県に、今日学ばせて

いただきたいと思っております。 

 平均寿命と健康寿命の差ということで、本県でも10歳前後の健康でない期間が

ございますので、壮年期、先ほど76まで壮年期というお話もございましたけれど

も――からの取組が重要かなと考えてございます。 

 ２ページ目のところで、死因の円グラフ。これも全国的な傾向と岐阜と一緒で

ございますけれども、「三大疾病」と通常呼ばれるような、がんと心臓と脳血管

ということで、きょうの議題との関係では、特に心臓、脳血管といった生活習慣

病系のところの対応。もう一つは、一番下のところで、「慢性腎臓病」というよ

うな言葉が最近言われてございまして、これが心臓や脳血管と相関関係があると。

糖尿病とも相関関係があるというふうに最近言われておって、成人の８人に１人

ぐらい、1,300万人ぐらいは予備群。ろ過機能が低下し始めていると。そんなよう

な話もございますので、これにちょっと注目をしております。 

 取組は三つほどございます。 

 ３ページ目の「生活習慣病の発症予防」ということで、岐阜では、レクリエー
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ション、誰でも楽しめる軽いスポーツだとか、体操、ダンス、遊び。こういった

ことで体、心、頭の健康をということで、左下にございますけれども、「全国レ

クリエーション大会」という持ち回りの大会が、今年の９月に第70回目というこ

とで岐阜でございまして、これを利用しまして、県内の42の全市町村が参加をし

て、17万人ぐらいの取組ということで、ぜひ県民全員が一つはレクリエーション

をしようという、「ミナレク運動」といったようなこともやっておりまして、2020

年には岐阜で「ねんりんピック」もございますので、こういったことで継続的な

取組をしていこうということでやってございます。 

 それから、４ページでございますけれども、心臓の疾患の死亡率は、岐阜は全

国平均よりやや高いと。特に北部の飛騨のほうは、やや塩分が多いのかな、なん

ていう話もございます。そうした中で、下のところで「心臓リハビリテーション

ネットワーク事業」というのを一つ御紹介をさせていただきますが、中部圏では

初めて。ほかでは東京、大阪、岡山あたりでやっているというふうに伺っており

ますけれども、心臓系の心筋梗塞などが一旦発症した方の再発の予防、維持期と

いうところで、循環器の専門のお医者さん、かかりつけ医、それからスポーツク

ラブなどとの連携を強化しながら、「強度を調整したトレーニングプログラムを

つくりましょう」ということを県として支援をしております。検討会を設けて、

いろんなテキストですとか、あるいは個人に持っていただく「すこやかハート手

帳」といったものをつくったり、認定トレーナー、あるいは県民への呼びかけ。

そういったことをしてございます。 

 次に、５ページでございますけれども、慢性腎臓病の関係で、全国で透析の患

者の数が年々増加していると。全国では32万人ということでございますけれども、

そこに行く手前のところでしっかりと見ておく必要があるだろうということでご

ざいます。 

 下のところで、慢性腎臓病（ＣＫＤ）の寄附講座というのを、これも恐らく全

国初ということだと思うんですけれども、県として地元の岐阜大学に寄附講座を

つくりまして、腎臓の専門の先生とかかりつけ医の連携体制。なかなかかかりつ

け医さんだけだと、治療のタイミング、中身の判断が難しいというような話もあ

って、ベストな治療をすれば透析まで行かなくても済むということもあるようで

ございますので、治療の分担、あるいはその基準、紹介の仕方。こういったとこ

ろをつなぐという取組をしてございますので、御参考になれば幸いでございます。 

 あと１点、クリップどめの、後ろに色刷りの「養老改元1300年祭」というのを

つけてございます。昼にも、石川県との境の白山の開山が1300年という話がござ

いましたけれども、全くそれと同じ年で、来年、養老というのが岐阜の南西部に
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ございまして、開いていただいた青いページにもちょっと書いているんですけれ

ども、奈良時代に、女性の天皇で元正天皇という方が、これは大宝律令をつくっ

たときの文武天皇のお姉さんに当たる方なんですけれども、大変才色兼備で、生

涯独身でおられたということなんですけれども、717年に、当時まだ30代の後半で

あったそうなんですけれども、養老の地を訪れて、ここに養老の滝、泉などがあ

りますので、そこで若返りですね。肌がつるつるになったと。あるいは「白髪も

黒くなり、髪が生え」なんていう言い伝えもあります。そういったことに感銘を

されて、「養老」という元号に変えてから1300年になったと。 

 もう一つ、下のほうに親孝行の伝説がありまして、貧しい息子が「父親にお酒

飲ませてやりたいな」と思っていたところ、泉からお酒が湧き出てきたと。そう

いうような言い伝えもございまして、来年1300年ということで、いろんなイベン

トをするということを一言御紹介させていただきます。 

 以上です。 

（川勝静岡県知事） 興味深い、養老のお話をありがとうございました。 

 それでは続きまして、愛知県大村知事、お願いいたします。 

（大村愛知県知事） それでは、私から、お手元の愛知県の資料を御覧いただきな

がら、御説明をさせていただければと思います。 

 「愛知県の健康づくり、健康寿命の延伸に向けた取組」ということでございま

して、まずは愛知県の現状です。愛知県の人口は、今年６月１日で750万人を突破

いたしました。高齢化率は23.6％ということで、全国では３番目に若い県であり、

沖縄、東京、愛知という順番でございます。全国平均は26.0％でございますので、

若いということでございますが、高齢化率は着実に上昇しておりまして、2025年

問題については、相当高齢者の方が増えてくると見込まれます。介護、福祉、特

に地域包括ケアの整備が課題だということで、一生懸命取り組んでいるところで

ございます。 

 そういう中で、現状の健康寿命、平均寿命はこういう形で、全国平均よりはい

いということでございます。前はもうちょっと良かったんですけれども、今回の

調査で順位は大分下がりましたが、またしっかりと取り組んでいきたいと思って

おります。 

 次に、２ページを御覧いただきたいと思います。 

 愛知県は、昭和50年代という早い時期から積極的に健康づくりに取り組んでお

りまして、高齢化社会への対応にも着目し、地域包括ケアの先取りともいえる、

保健、医療、福祉の各施設を集積する「あいち健康の森」というものを大府市、

東浦町につくっております。そこにある施設が、ここに出ているとおりでござい
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まして、国立長寿医療研究センターもその一つの核でございますが、「あいち小

児保健医療総合センター」や「あいち健康プラザ」をはじめ、様々な施設を集積

させ、大体100万平米の「あいち健康の森公園」を中核にして、９施設が連携して

おります。 

 そこで、愛知県と国立長寿医療研究センターと組んで、「あいちサービスロボ

ット実用化支援センター」というものも１年前にオープンし、医療、福祉のロボ

ットづくりということにも取り組んでいるところでございます。 

 次に、３ページを御覧いただきたいと思います。 

 愛知県の健康寿命延伸に向けた取組ということでありまして、（１）「健康づ

くりに無関心な層への働きかけ」ということで、これは無関心層にも積極的に健

康づくりに取り組んでもらうことが健康寿命延伸の鍵であるということでござい

ます。事業については後ほど申し上げます。 

 （２）として、「健康長寿につながる新しい技術・製品の提供」ということで、

新たな技術、介護ロボットなどを利用し、今までと変わらない日常を送ることを

可能とするために、そうした地域のモノづくり企業との連携ということで、そう

いった形のものを研究開発しております。 

 そのほか、健康づくりに関する情報発信、それから人材育成、プログラム開発

にも取り組んでおります。 

 ４ページを御覧いただきたいと思います。 

 平成26年度から「あいち健康マイレージ事業」に取り組んでおりまして、これ

は静岡県の川勝知事が「ふじのくに健康マイレージ事業」を御紹介されておりま

したが、それを少し参考にさせていただいて、次の年から取り組ませていただい

ております。この事業は、県と市町村の共同事業でありまして、県が優待カード

の「まいか」の作成など事業の基本設計を行って、市町村が細かな取組内容を決

めて実施しているということでございます。ポイント獲得者への「まいか」の交

付、協力店の募集、ＰＲなどを行い、健康づくりをやるといろんな特典がつくと

いうことでございます。今年度中に、県内54市町村中46市町村、85％が実施予定

しておりまして、参加市町村の合計人口は県人口の６割、450万人ということにな

ります。 

 さらに名古屋市さんと豊田市さんは独自の事業を展開されておられますので、

そういった事業を含めますと、両市を合わせますと大体89％。これから県の健康

マイレージ事業にも、名古屋市、豊田市さんも入ってきていただきますと、この

事業の合計対象人口は、県人口の大体９割となりますので、引き続き、こういっ

た健康づくり事業を進めていきたいと思っております。 
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 それから、５ページでございますが、「健康づくりチャレンジ推進事業」とい

うことでございまして、「健康情報の発信」ということで、スーパーマーケット

や飲食店、社員食堂などの協力により、食と運動を中心とした健康情報を発信を

していきます。スローガンとしては、「食」は「食べて元気に もう１皿野菜を！」、

「運動」としては「動いて元気に もう10分！」ということでございます。 

 愛知県は、野菜の生産額は全国５位でございまして、もちろん中部地区最大の

農業県でございますが、残念ながら、野菜の１日当たりの平均摂取量は見事47位

でございます。なぜだかよくわかりませんけれど。ですから、これだけ野菜を作

っていて、特にこれから冬野菜の時期は、首都圏の野菜は大体愛知のものが席巻

しているのですが、にもかかわらず、男性も女性も野菜の摂取量が全国最下位と

いうことでございます。これを何とか改善しなくてはいけないということで、「も

っと野菜を食べてちょうだい」ということで、今アピールをしているところでご

ざいます。そうしたトークショー等々、イベント等々も今後やっていきます。 

 そして、愛知の特徴ということで、「健康長寿につながるモノづくり企業への

支援」でございます。 

 愛知県は、平成17年に「あいち健康長寿産業クラスター推進協議会」を設置し、

健康長寿分野での産学・医工連携を図り、新たな事業や取組を促進しております。

愛知のモノづくりを生かせる医療機器分野、福祉用具分野への参入を支援をして

いるところでございまして、ここにありますのは医療機器産業にフォーカスした

展示商談会「メディカルメッセ」です。それから福祉用具分野では、「あいち福

祉用具開発ネットワーク」という形で、モノづくり企業と医療・福祉施設等が協

働して開発や実証評価等を行うためのマッチングの支援などを行っています。そ

れから、「新あいち創造研究開発補助金」ということで、研究開発・実証実験を

補助する事業を毎年やっておりまして、健康長寿分野については、これは分野を限

っているわけではありませんが、次世代自動車、航空宇宙、ＩＴに並んで大変多

くなっております。今年度は、86件のうち17件が健康長寿分野の研究開発・実証

実験の補助を行っております。こういった形で応援しています。 

 そして、７ページ、８ページですが、愛・地球博記念公園のそばに、産学研究

開発の拠点ということで、「知の拠点あいち」というのをつくっておりまして、

そこで産学行政が連携したプロジェクトにおいて、こういう健康医療関係のモノ

づくりのものを今開発をいたしております。去年まで５年間やったⅠ期プロジェ

クトでは、「超早期診断技術開発プロジェクト」ということで、血管の機能評価

装置。これは名古屋工業大学、藤田保健衛生大学、ユネクスが参画して開発し、

商品化を目指しております。 
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 それから、「尿塩分計測センサ実装システム」。これはトイレに実際に用を足

したときに、もうそれでわかるという形で生活習慣病予防を支援するという形の

機器であり、豊橋技科大、LIXIL、ブラザー工業が参画して開発し、商品化を目指

しております。 

 それから、８ページを御覧いただきたいと思いますが、さらに今年度から３か

年のⅡ期プロジェクトをやっております。いろんなプロジェクトがたくさんあり

ますが、次世代ロボットを使ったプロジェクトということで、一つは「高齢者が

安心快適に生活できるロボティックスマートホームの開発」を、藤田保健衛生大

学、トヨタ自動車、トヨタホームなどと共同開発していこうということで、今進

めているところでございます。 

 それから、「介護医療コンシェルジュロボット」ということで、これも豊橋技

科大、国立長寿医療研究センター、新東工業などと一緒に、施設の夜間の巡回や

脈拍の計測等の健康状態を管理できるロボットを開発し、介護職員の負担を軽減

をしようというものです。こういう健康医療に関するロボット開発を、このⅡ期

のプロジェクトとして進めているところでございます。 

 こうしたモノづくり産業等々、力を更に伸ばしていって、健康づくりの地道な

取組を実施し、愛知らしい健康寿命の延伸を実現していきたいと考えております。 

 以上です。 

（川勝静岡県知事） 大村愛知県知事、ありがとうございました。 

 今、三重県の鈴木知事が御到着なさいました。まず、このまま滋賀県と名古屋

市から御報告していただいた後、鈴木知事から御報告いただきたいと存じます。 

 それでは続きまして、滋賀県西嶋副知事から御報告をお願いします。 

（西嶋滋賀県副知事） 失礼します。滋賀県でございます。 

 表紙の１ページを御覧いただきますと、琵琶湖のイラストが描いてございます。

何と申しましても、滋賀といえば琵琶湖でありますけれども、その面積は県土の

６分の１を占めておりまして、１周約200キロになります。本県では、自転車に乗

ってぐるっと琵琶湖を１周する「ビワイチ」というサイクルツーリズムを推進し

ております。最近かなり定着をしてきております。今年の５月には、世界的な自

転車製造会社であります台湾のGIANT社の劉会長様が本県の三日月知事と一緒に

琵琶湖岸をサイクリングされました。また、知事は、８月には自ら琵琶湖一周を

達成されております。「しまなみ海道」と並ぶサイクリストの聖地になるべく、

県としては、今、一生懸命この健康づくりと兼ね合わせて頑張っているところで

ございます。 

 ２ページをよろしくお願いします。本県の平均寿命は年々延びてきておりまし
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て、平成22年の厚労省の資料では、男性が全国２位、女性は全国12位と、長寿県

の仲間入りをさせてもらっております。ただ、その下の健康寿命につきましては、

これは主に２通りの算定方法があるというふうに伺っておりまして、上段は主観

的指標、下段は客観的指標と呼ばれるものでありまして、上段の主観的指標とい

うものは、国民生活基礎調査に基づくものでありまして、このデータでは、滋賀

県は女性が全国最下位という結果で大変驚いたところであります。とはいうもの

の、介護保険の要介護度に基づきます下段の客観的指標では、男性は２位、女性

は11位という結果でございました。本県では、その両方の指標の推移を見ており

まして、どちらの指標におきましても平均寿命との差を縮めるということを施策

展開の目標とさせていただいております。 

 ３ページをよろしくお願いいたします。滋賀県では、県の健康増進計画であり

ます「健康いきいき２１－健康しが推進プラン－」に基づき、取組を進めてござ

います。健康なひとづくりとまちづくりの二つの観点から、健康増進、生活習慣

病発症予防・重症化予防、さらには健康を支援する住民活動の推進、健康を支援

する社会環境の整備を行いまして、予防を重視することで健康寿命の延伸を目指

しております。 

 次に、４ページをお願いいたします。「健康寿命延伸プロジェクト」でござい

ます。主な取組といたしましては、個人の生活習慣の改善や個人を取り巻く社会

環境の整備というものを行ってございます。例えば、「健康資源優良事例表彰事

業」では、健康に関する取組を、自主的、積極的に実施しておられます団体、企

業等の優良な取組の表彰を行いまして、県内へ広く発信することにより、県全体

の健康づくりの機運の向上を図ってございます。また、「野菜食べ隊支援事業」

といたしまして、ヘルスメイトの方々が、全ての市町において、県下の量販店等

に来店される県民に効果的な啓発を実施しております。滋賀県では、全ての市町

でヘルスメイトの協議会が組織をされまして、総勢3,600人の会員によります住民

主体の健康づくりの活動が活発に行われているところでございます。 

 次に、５ページをお願いいたします。「企業の健康経営」という観点でござい

ます。これをより推進していただくために、協会けんぽ滋賀支部、滋賀労働局、

滋賀産業保健推進センターと本県が共同で健康経営のリーフレットを作成いたし

まして、企業、保険者、市町等に広く配布をいたしております。また、滋賀労働

局と連携をし、健康経営セミナーを開催いたしまして、地域職域が一体となって

健康経営の推進に努めております。この動きは、県庁だけではなくて、県下６圏

域の各保健所単位でも積極的に進めております。 

 ６ページでございます。これは国保の広域的な保健事業の実施例でございまし
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て、鉄道会社と市町国保の共同事業として実施をしているものでございます。滋

賀県の東部を走ります近江鉄道というローカル線の車両に、健診の受診率向上や

生活習慣病予防のメッセージをラッピングいたしまして運行していただいており

ます。現在は、沿線11市町国保と協会けんぽ滋賀支部との共同事業として実施を

しているところでございます。この着ぐるみは、滋賀県の健康づくり、そして健

診（検診）啓発マスコットキャラクター「しがのハグ＆クミ」で、双子の妖精で

あります。滋賀県の健康づくりを願って「ハグ＆クミ」と名付けられております。 

 それから、７ページでありますけれども、滋賀県保険者協議会では、協議会の

事業といたしまして、平成25年度の19市町国保、医師国保、協会けんぽ、９健康

保険組合、２共済組合、後期高齢者医療の33保険者の健診データを分析しており

ます。今までは国保のデータにとどまっておりましたのが、他の保険者との情報

の集約によりまして、県内24万9,000人の情報を集めることができ、より正確な健

康課題の把握が可能となってまいりました。このようにマップに落としておりま

すが、高血圧の状況を地域別に一目瞭然にわかるようにいたしております。本県

では、データヘルス、データ分析によります予防医療と予防健康に、今、大変力

を入れております。 

 ８ページをよろしくお願いいたします。「しがウェルネスファーム」でござい

ます。昨年度、経済産業省様の委託事業の採択を受けまして、保健・医療・福祉

の現場の皆さんと民間事業者の双方の参加をいただきまして、新たな健康支援サ

ービスの創出を目指す「しがウェルネスファーム」というプラットホームを立ち

上げました。スライドの下半分に三つの箱がございますが、左から右に向かって、

このようにいろいろな取組を行ってございます。新たな健康支援サービスの創出

を目指しております。 

 また、記載はしてございませんが、関西全域で2021年に「関西ワールドマスタ

ーズゲームズ」を開催いたします。６競技を本県で開催いたしますし、また2024

年には、本県で国民体育大会、全国障害者スポーツ大会を開催いたします。これ

に向けまして、スポーツ、健康づくりに向けての取組を強化していこうと思って

おります。滋賀県には、滋賀医科大学をはじめ、立命館大学、龍谷大学等の大学

が立地をいたしておりますので、十分に連携をしていきたいと考えてございます。 

 もう１枚資料がございます。これにつきましては時間の関係で省略をさせてい

ただきますが、この「滋賀県健康いきいき２１」推進プラットホームの中の上に

「大学等」とございます。ここに「データ解析」とございますが、来年の４月に

滋賀大学に日本で初めてデータサイエンス学部というビッグデータを分析する学

部が誕生いたします。そこの知見も大いに活用させていただいて、よりデータに
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基づいた健康づくりに努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

（川勝静岡県知事） 西嶋副知事、ありがとうございました。 

 それでは、名古屋市河村市長、お願いします。 

（河村名古屋市長） それでは名古屋でございますが、健康寿命は男が70.88と女が

74.24ということで、全国値を若干男は下回っています。 

 あとは、次のページで「５つの視点」と、いろいろ書いてあります。 

 それから、次のページで、予防医療には相当熱を入れようということに政策決

定し、推進しております。任意予防接種費用の助成では圧倒的に日本国をリード

しております。どういうことかといいますと、上から水ぼうそう、おたふくかぜ、

子宮頸がん、ヒブ、ずっとありますが、左側のオレンジ色が名古屋市、青が国で

ございますので、名古屋市が国をリードしている状況がよくわかると思います。

子宮頸がんについても、この間いろいろ問題が、もともとあったのですが、７万

人だったかな、ちゃんと全部アンケートを取りまして。これだけ進める以上は、

よく国の場合は、サリドマイドでもエイズでもそうですが、いったんやるとなか

なか変えられないですが、名古屋の場合はきちんとアンケートを取りまして、報

告させていただいたということで、喜んでいただいております。 

 次に、「患者数の推移」を御覧ください。水ぼうそうも減っておりまして、お

たふくかぜも同様に減っております。水ぼうそうは国がもうやっているのかな。

おたふくかぜについてはまだ国はやっていません。名古屋だけでございます。ロ

タウイルスについては、いろんな声がありますが、名古屋は撲滅したのではない

かと。していないという説もありますが、そういうことを言われているというこ

とです。 

 それからもう１個、「がん対策の推進」ということで、がん検診をやっており

まして、この「がん検診ガイド」を107万世帯、ですから全世帯に配付していると

いうことです。 

 また、「ワンコインがん検診」ということで、500円でがん検診ができまして、

胃カメラも、この10月から500円でできるようにしました。 

 そのワンコインがん検診の受診者数を見ていただきますと、これは８ページで

す。「わしはわしは」とあまり言いたくないですが、20年前、私が市長になる前

は20万人。ワンコインがん検診が始まってから、今52万5,615人ということでござ

います。65歳以上はたしか55万人ですので、ほとんどと言いたいですが、これは

重複しておりますので、全部とはなかなか正しくは言えませんが、相当多くの方

に500円でがん検診を受診していただいております。 
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 それから、やはり圧倒的に名古屋で評判がいいのは、この「敬老パス」があり

まして、交付者数は33万人。65歳以上は55万人ですから。東京ですと、大体1,000

円、２万円で70歳からですね。名古屋は1,000円、3,000円、5,000円で65歳からと

いうことで、圧倒的に便利でございまして、これであっちやこっちに出歩いても

らおうということでございます。昼間見ていると、本当に年寄りばかりでござい

ましてね。 

 この「敬老パス」がここまで皆さんに使われるようになりましたから、あとは

今、タクシーに何とか使えないかと。タクシーに乗ったら１割引きにできないか

と言っていますが、タクシー業界が「１割売り上げが減るから嫌だ」と言ってい

ますので、なかなか私が言っているだけということでございます。ですがタクシ

ーの運転手に、一杯飲んで乗った時に聞きますと、全員ほとんど賛成ですね、や

はり。「間違いなく１割以上お客は増える。これはものすごく便利ですから。」

と言っていますし、「敬老パス」だと、バス停までしか行きませんが、雨が降っ

たりといろいろありますので、足の悪い方についてはやはりタクシーのほうが便

利だし、買い物をしたときに、やはりタクシーのほうがたくさん持っていけます

からね。「ここまでやるのだったらそうしようみゃ」ということで、名古屋で今

日本一の商店街だと言っていますが、大須商店街でも「これを使ったら割引きに

してくれ」というふうに頼んでおります、「敬老パス」は。ただ、これは私が言

っているだけで、当の大須は「嫌だ」と言っておりますので、「まあ、そう言う

な」と、何とかお願いしているところです。 

 以上でございます。 

（川勝静岡県知事） ありがとうございました、大変興味深いお話でした。 

 鈴木知事、遠いところお越しいただき、ありがとうございます。三重県の取組

を御報告くださいますようお願いいたします。 

（鈴木三重県知事） ありがとうございます。遅れまして申し訳ありませんでした。

また、川勝知事におかれましては、きょうはすばらしい場所でのアレンジ、あり

がとうございます。 

 それでは、三重県の資料に基づきまして説明をさせていただきたいと思います。 

 三重県は、今この健康の関係で注目されているのは、このＢＭＩというもので

すね。肥満度指数というものなんですけれども、これが男女ともに一番低い。肥

満になりにくいということで、結構最近テレビも健康番組とか多いものですから、

そういうので取り上げられるケースが多いです。 

 因果関係があるかどうかわかりませんけれども、テレビなどで紹介されている

のは、その下にあるような理由でありまして、例えば左上。これは関係があるの



 － 27 －

かどうかわかりませんけれども、「人口当たりの犬の登録数が日本一なので、犬

の散歩によく行くから大腿筋が鍛えられるんだろう」とか。あるいは真ん中ぐら

いにお酒。「遺伝子的にアルコールに弱い人が多い」とか、「お酒の購入額が全

国最下位」というようなこととか。あとは「伊勢うどんが腹持ちがいいのではな

いか」とか。あと一番下に、海藻でアオサとかヒジキの生産量が多いんですけれ

ども、これは食物繊維が多いからとかですね。あと右上は、桑名地域で米油をよ

く使うんですけれども、これがスーパービタミンＥが入っていて脂肪を分解しや

すいとか、伊勢芋というやつは、ムチンがあって糖質の吸収を抑制するのがある

とか、あと一番右下は、とりわけよくわかりませんが、「ヤンキー気質が多い」

とか、こういうようなことが言われています。 

 次のページは健康寿命ですが、厚労省調べでも、男性が全国10位、女性が８位。

静岡県さんの調べでも全国７位ということに加えて、棒グラフがありますけれど

も、延びています。県にとっては、この順位が上がっているということが重要で

あろうというふうに考えております。黄色のところに書きましたとおり、今年の

５月の伊勢志摩サミットにおきましても、こういう保健のことがしっかり書かれ

ているというような状況です。 

 そして、そういう結果、一番下のところの後期高齢者の医療費は全国で９番目

に低いということです。ちなみに、中部圏では静岡さんが一番低くて、その次に

長野が低くて、うちになっているという状況です。 

 そして３ページ目は、生活習慣病対策を中心として、まず我が県は、死亡原因

の一番多いがんの対策についてであります。先進的な取組を行う市町に対する補

助とか、民間の取組。こういうのをやることによりまして、右の折れ線グラフに

ありますとおり、受診率が上昇しています。結果、子宮頸がんの検診の受診率が

全国２位。乳がんが11位、大腸がんが８位になっています。 

 それから、三重県の特徴的なことは、これは私が知事にならせていただいてか

ら、平成26年度施行のがん対策推進条例というのを作ったんですが、そこに「が

ん教育」というのを明確に入れまして、現在小学校５年生、６年生、中学生を対

象に、モデル授業という形で、がん教育というのを学校でやらせていただいてい

ます。児童・生徒たちの声が下に吹き出しでありますとおり、「予防する方法が

いっぱいあることがわかった」ということ。あと「検診を受ける年頃になったら

きちんと受けたい」とか、「生活習慣を見直してがん予防に取り組みたい」とい

うような、こういう子供たち自身が子供のときに予防についてしっかり考えると

いう機会を教育の中に入れて設けているということであります。 

 それから、次のページでありますけれども、三重県も野菜の摂取量が少なくて
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塩の摂取量がちょっと多いという状況ですので、「ベジ－１グランプリ」という、

野菜を多く使ったメニューを募るというような取組をやったり、あと企業の食堂

で、健康・栄養相談とか減塩メニューを提供するような取組をやって、企業で啓

発をやってもらうというようなことをやっています。 

 それから、下の段は運動習慣でありますけれども、平成26年度に厚労省の「健

康寿命をのばそう！アワード」で大臣の優秀賞を取りました、いなべ市の「元気

づくりシステム」というのがあります。この「元気づくりシステム」というのは、

集会所で健康運動指導士が市民を対象にストレッチとかウォーキングとかの体験

プログラムをやって、その中から更に継続して活動する元気リーダーというのを

養成して、その元気リーダーが、地区の集会所で住民と一緒に週２回体操をやる

というものです。この取組の結果、いなべ市の中では、５年間で60か所、こうい

う「元気づくりシステム」をやるところが増えましたし、右下の点線で書いてあ

るような、全国でもこういう団体がいろいろ増えているということで、その上に

ありますとおり、元気づくり体操に参加をしている人と、そうでない人で年間医

療費を比べると、約７万8,000円、26.8％医療費が少なかったというような実証結

果も出ています。 

 最後のページは、これは大村知事からも「産業との連携」というのがありまし

たが、三重県は、平成24年７月からライフイノベーション総合特区という指定を

受けておりまして、いろんな産業連携の取組をしています。左のところは、肉ま

ん・あんまんや、あずきバーで有名な井村屋ですね。これは三重県津市に本社が

ありますけれども、そこと消化器系の医療に強みを持っている伊賀市立上野総合

市民病院と連携をしまして、たくさん物を食べられない高齢者の方々が一口とか

１回でなるべくたくさんのカロリーを摂取しやすいように「高カロリー豆腐」と

いうのを作らせていただいて、これが去年の10月に商品化をされています。あと

は尾鷲とか熊野古道とか鳥羽とか、観光資源を活用した健康ツーリズムの旅行商

品化が進んでいます。また、これは経済産業省の予算でやっていますけれども、

シャープさんが、亀山工場のある亀山市の会員81名にタブレットを配って、その

タブレットで健康管理を日々、毎日やるということで、介護予防とか生活支援に

つなげていこうという取組をやっています。 

 それから、一番下は、この10月14日から15日にかけまして、「認知症サミット

in Mie」を開催しました。これはＧ７の首脳宣言にも、神戸の保健大臣会合でも

この認知症のことが取り上げられましたので、この認知症サミットを開催し、イ

ギリスや台湾、中国、韓国などの研究者を招いて議論をさせていただきました。

これから、三重県が得意とするものづくりとかアジア諸国との連携、そういうの
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を認知症施策においてもやっていこうというふうに考えております。 

 私の説明は以上です。 

（川勝静岡県知事） 鈴木三重県知事、ありがとうございました。 

 各県市の積極的な健康寿命延伸に向けての取組について、学ぶところが大変多

かったと存じます。各県市における健康寿命延伸に向けた独創的な取組、また新

しい取組、さまざまお伺いいたしました。 

このように、中部圏は健康寿命、あるいは平均寿命の高い圏域ですので、足並

みをそろえる、あるいは日本全体のロールモデルをつくっていくために、中部圏

知事会として、健康長寿圏域づくりを推進していくことを広く宣言したいと考え

ております。事前に事務方において調整し、宣言案をまとめております。これを

御覧いただき、御意見を賜りたいと考えております。 

 「住民一人ひとりの健康寿命の更なる延伸に取り組む」「企業における健康づ

くりの取組を促進する」「健康長寿を我々の地域の魅力として発信する」。また

「健康関連産業の振興など、健康長寿を生かした地域づくりをさらに進める」と

いった４本の柱から成る宣言案です。この宣言案について、御意見ございました

ら、御発言をお願いいたします。 

 それでは、長野県阿部知事、お願いします。 

（阿部長野県知事） 川勝知事のほうから、こういう健康長寿圏域づくりの推進宣

言の御提案、私ども、すばらしいことだと前向きに捉えさせていただいています。

そういう中で、３点ほどお話ししたいと思います。 

 まず、各県のいろんな取組がある中で、まず中部圏域が率先して、この県民・

市民の幸せのために健康長寿を広めていこうということで、この宣言をもとに一

致団結して取り組んでいくことは極めて重要だということが一つ。 

 それから、この健康長寿の話は、今国でも、医療費抑制とも絡めて、いろんな

議論がなされているわけでありますけれども、国政レベルの議論だと、どうして

も財政負担抑制のための健康への取組というアプローチにならざるを得ないので

すが、やはり我々住民に身近な地方公共団体としては、健康長寿な地域をつくる

ことによって、結果的に医療費が抑制される社会をつくるということを、まずし

っかりと打ち出していただければというのが２点目。 

 それから３点目。静岡県で取り組まれている「ふじのくに型人生区分」という

のは、私は大変すばらしい構想だと思っていまして、私どもも、ぜひこうしたも

のを参考に考えていきたいと思っています。その上で、やはりいろいろな統計が、

65歳のところで区切られて全国的な議論がなされているので、少しここの年齢区

分のところは、国レベル、あるいは統計のあり方としても、少し時代に合った検
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討が必要ではないかということを、ぜひ提案していってはどうかという、この３

点、お願いをしたいと思います。 

（川勝静岡県知事） ありがとうございました。「人生区分」について、この共同

宣言に盛り込むべきでしょうか。 

（阿部長野県知事） 宣言はこれでまとめていただいているので、これはこれでい

いと思いますけど、中部圏として、これから取組を進めていく上で、少し具体的

なアクションが、この宣言に基づいて団結して取り組む方向性があるといいのか

なと思って提案させていただきました。 

（川勝静岡県知事） いかがでしょうか、よろしいでしょうか。 

 では、この宣言に基づき、現在の厚労省中心になされている年齢区分に対して、

現状に合った形とするよう意見していく、という対応としたいと存じます。 

 時間が参りましたので、今回の知事会議の総意として、宣言案につきましては、

この案のとおり採択したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

（川勝静岡県知事） ありがとうございました。 

 それでは、ちょうど15時10分になりましたので、ここで10分ほど休憩とさせて

いただきます。再開は、予定どおり15時20分とさせていただきます。よろしくお

願いします。 

 

          （休    憩） 

 

 ⑵  国 へ の 提 言  

 

（川勝静岡県知事） それでは、時間になりましたので、引き続き議事を進めます。 

 次第の議事２からとなりますが、今回、国への緊急提言として３項目が提案さ

れております。まず、廃棄物の適正処理についての緊急提言ですが、これは、岐

阜県及び愛知県の共同提案です。岐阜県岸副知事から、提案趣旨の御説明をお願

いします。 

（岸岐阜県副知事） 御指名いただき、ありがとうございます。 

 この縦の紙の「国への緊急提言」の１枚めくっていただいたところに、「廃棄

物の適正処理についての緊急提言」と。愛知、岐阜の連名でございます。それか

ら、この束の後ろだと思うんですが、その下だと思うんですが、横長の青い紙が、

「廃棄物の適正処理についての緊急提言」と。ちょっとこれを発掘していただき

まして、あわせて御覧をいただければと思います。 
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 この青い紙の左上のところに、ちょっと図を描かせていただきましたが、今年

の１月に発覚をした、例の冷凍ビーフカツなどの不正転売事案ということで、ま

だ刑事公判が始まったところという状況でございますけれども、もともと排出事

業者、食品のメーカーなどが産廃の処理業者に処分を委託したわけなんですけれ

ども、これが右側のほうで不正に流通をしてしまったということで、この絵の左

下のほうに、「処分終了した」という、管理票、マニフェストというのがあるん

ですが、ここに虚偽の報告がなされているということと、それから倉庫での隠蔽

保管ということで、これはもともと処理能力を大幅に超えるような処理を請け負

ったということで、その結果、愛知県、岐阜県、三重県で未処理の在庫が残って

しまったということでございます。 

 この横紙の右上のところでございますけれども、課題としましては、ちょっと

時間の関係でポイントだけ申しますと、そのマニフェスト管理票というものが、

ちょっと緩いと。それから、過剰な廃棄物の受け入れというところをチェックす

る、ここも緩いと。そしてまた、排出事業者、元のメーカーなどでありますけれ

ども、その確認努力義務。このあたりもちょっと緩いのではないかということで

ございます。 

 岐阜県の主な取組のところは、時間の関係で省略をさせていただきます。 

 それで、提言の要旨でございますけれども、この縦長の紙の下の太字のところ

と同じでございますけれども、３点。 

 １点目が、産廃の管理票マニフェストの制度の見直しということでございまし

て、今、管理票の制度も、環境省がいろいろルールを定めてございまして、誰が

元々排出した、排出業者の名前ですとか、廃棄物の種類、数、荷姿などの記載が

求められてはいるんですけれども、結局、製造番号とか写真などを添付しないと、

具体的に実際の廃棄物がどの管理票と紐付いているかというのがクリアに特定で

きない場合があるということで、どうしてもごまかしの余地が出てきてしまうの

ではないかという問題意識でございまして、管理票で処理状況が確認できる仕組

み、あるいは虚偽記載に罰則。今、６カ月以内懲役、50万以下罰金なんですけど、

もう少し強化を考えてもよろしいのではないかということが１点。 

 それから二つ目ですけれども、処理業者が受託する場合に、処理能力を過剰に、

大幅に超えるかどうかというチェックをする仕組みが一切ないものですから、過

剰な受け入れを禁止するなどの受託基準というものを国において考えてもらった

らどうだろうか。 

 それから３点目ですけれども、排出事業者、元々の大もとのメーカーなどでご

ざいますけれども、今確認が努力義務ということでございます。元々法律の考え
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方としては、大もとの排出事業者が自分の責任において適正処理をするというの

が大原則にはなっているんですけれども、マニフェスト、管理票上、書面上整っ

ていればよしとするような実態になってございますけれども、そのあたり、努力

義務で良いのだろうかと。あるいは具体的な裏取り、確認を一定程度行ってもら

うというようなことも、検討を国においてしていただいてはどうだろうかという

ことで、今回の緊急提言をまとめさせていただきました。 

 御賛同いただければ幸いでございます。 

（川勝静岡県知事） ありがとうございました。ただいまの御提言に対し、御意見

がございましたら発言をお願いします。では、愛知県大村知事。 

（大村愛知県知事） これは岐阜県さんとの共同提案ということでございますが、

事の発端は、今年の１月に、愛知県内のスーパーで、CoCo壱番屋の社員が、「廃

棄していたうちの５枚入りの冷凍カツが売られている。おかしい。」ということ

から発覚したということでございまして、結果、それが安売りのスーパーとか、

いろいろなところに還流して、更にまたもう１回流通に乗っていたということで

す。 

 これは、愛知県では、県内に４か所、ダイコーが不法に保管しているところが

あり、４か所のうち３か所は無届けだったということです。岐阜県さん、三重県

さんで見つかったものは、大体もう安定していたものだったんですが、本県の場

合は、３か所に腐敗するものがあって、会社の事業停止により、３月から冷凍庫

の電気が止まり、どんどん腐敗が進んだため、私たちは６月に、「梅雨の前に処

理しないとえらいことになる」ということで、結局全部で２億数千万円の処理費

用がかかるところ、県が４千万円、あとは廃棄物処理業者等に無償で協力しても

らって、運搬と処理を今も行っています。ということで何とか目途が立ったとい

うことですけれども、こういう、ある意味でやり得みたいなことがまかり通ると

いうのは大変けしからん話であります。この制度の法律改正をすれば、全部これ

ができるかというと、そういうことではないにしても、やはり今のこの産廃処理

制度がやっぱり緩い。そういったことについて、今一度やはり制度を点検してい

ただいて、またしっかりと、こういう形で、更にチェックを強化していく。結局、

産廃については、各県で対応しなくてはいけなくなるわけですが、そういったこ

とも含めて、ぜひこれは国の方にしっかりと要請をしていきたいということでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

（川勝静岡県知事） 三重県鈴木知事。 

（鈴木三重県知事） ありがとうございます。 

 岐阜県さんの、横紙の資料に、うちのも書いていただいているんですが、三重
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県にも１か所、倉庫での隠蔽保管がありました。そこにあるものは、排出事業者

とか製造事業者が特定できたものの処理は全部完了したわけでありますけれど

も、まだその排出事業者や製造事業者が特定できないものが残っていますので、

それは今撤去の指導をやっているところであります。 

 まさに行政的な視点で、我々が「困りますわな」という話とか、もう憤懣やる

かたないという話はもちろんなんですけど、我々が、隠蔽保管されている倉庫の

近くの地域住民の皆さんに、県からいろんな説明会をしたときに、地域住民の皆

さんが、環境への不安とか、あるいはそこに倉庫があったということが世の中に

知れたら、風評被害への不安とかがある。そういう地域住民の視点からも、これ

は許されざるべき、許されてはいけない行為であると思っておりますので、やっ

ぱりその地域の住民の皆さんを守るという観点からも、こういう規制をしっかり

やっていくというのは重要だと思いますので、我々も賛同したいと思います。 

（川勝静岡県知事） 続いて、福井県西川知事。 

（西川福井県知事） 事柄は結構だと思います。さっき、「おいしいふくい食べき

り運動」と言いましたけれども、これはまたちょっとタイプは違うんですけどね。

食品製造とか販売、どれくらい余分にものを作っておられるかという話にも関わ

って、この話はまた難しい議論になりますが、あまり余分に食べないものを作ら

ないということの運動というのを、もっと基本的に広げていくといいますか、そ

ういうことが大事だろうと思います。 

（川勝静岡県知事） これを踏まえて、余剰となる食品をつくらない、ということ

も大事であると思います。 

 それでは、この文案を国への提言としてよろしいですか。 

          （「異議なし」の声あり） 

（川勝静岡県知事） ありがとうございました。 

それでは、続きまして、「デフレからの完全な脱却と持続的な経済成長の実現

について」の緊急提言についてです。 

 提案県の愛知県大村知事から、提案趣旨説明をお願いいたします。 

（大村愛知県知事） それでは、提案の２でございます。「デフレからの完全な脱

却と持続的な経済成長の実現についての緊急提言」でございます。 

 これは、夏からイギリスのＥＵ離脱等もあって急速な円高が進んでおりました

ので、そういったことを含めて、今年の８月25日に全国知事会の「円高是正・デ

フレ対策プロジェクトチーム」を３年ぶりに開催し、翌26日に政府関係者に対し

て要請活動を行ってきた内容を中心に提言するものでございます。 

 一つは思い切った金融緩和政策。それから二つ目として、こういった様々な中
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小企業、小規模事業者への支援策、対策といったこと。それから地方創生等々を

含めた規制改革と分権、地方創生。そういったことを中心に記述させていただき

ました。 

 先ほども私、申し上げましたが、中部圏は、ものづくりを中心に日本経済を支

えている、そういうところでございます。こうした金融緩和対策、そしてまた地

方創生、分権、規制改革。そういったことを進めていただいて、日本の稼ぐ力の

回復といったことに結び付けて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。以上です。 

（川勝静岡県知事） ありがとうございました。この件につきまして、御意見ござ

いますでしょうか。御意見もないようですので、この文案のまま、国への提言と

してよろしいですか。 

          （「異議なし」の声あり） 

（川勝静岡県知事） ありがとうございました。 

 それでは、続きまして「環境保全型農業直接支払交付金についての緊急提言」

です。提案県の滋賀県西嶋副知事から、提案の趣旨説明をお願いいたします。 

（西嶋滋賀県副知事） お時間を頂きましてありがとうございます。環境保全型農

業直接支払交付金の安定した制度運営につきまして提案をさせていただきたく存

じます。 

 この交付金は、自然環境の保全に資する農業生産活動の実施に伴う追加コスト

を支援するというものでありまして、具体的には、化学肥料、化学合成農薬の低

減に加えて、地球温暖化防止や生物多様性保全といった、このような農業生産活

動をした場合に、それを支援するという国の交付金でございます。これの28年度

の交付金が、全国の要望額が国の予算額を上回りまして、交付単価が減額調整さ

れ、申請額に対する内示額の割合は、当中部圏知事会管内におきまして82％とい

うことでございます。この制度は、条件によりまして、複数の取組、第２取組ま

でできるわけでございますが、この第２取組については、ほとんど交付されない

という事態になってございます。 

 平成19年度から始まりました前身の制度を含めまして、９年間、設定単価どお

りの交付をされ、また27年度には、法制度化によりまして、より安定した制度運

営が期待されておりましたところ、今回初めて交付額が大幅に下がり、生産者、

関係者は大変困惑し、制度に不信感を抱きかねないという状況になってございま

す。 

 このため、交付対象となる取組を実施した後、交付額が大幅に下がる可能性が

あるという現行の仕組みでは、生産者が安心してコスト増を伴う環境保全型農業
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に取り組むことが難しくなり、ひいては環境保全型農業の推進に支障を来たす恐

れがあると考えます。 

 このようなことから、生産者が安心して環境保全型農業に取り組める安定的な

制度となるよう、今回緊急提言を行う提案をさせていただきました。 

 以上でございます。 

（川勝静岡県知事） ありがとうございました。この提案につきまして、御意見ご

ざいますか。 

 よろしいですか。それでは、この文案を国への提言としてよろしいでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

（川勝静岡県知事） それでは、そのようにさせていただきます。 

 続きまして、春秋共通の国への提言につきましては、前回協議し取りまとめた

提言に、時点修正等を加えたものですので、今回の緊急提言と併せて提言活動を

行っていくことといたします。御理解のほどを、よろしくお願いいたします。 

 

 ⑶  そ の 他  

 

（川勝静岡県知事） ここで、残りの時間が10分弱ですが、各県市からＰＲ事項が

ございましたら、それぞれ１分ほどで御紹介願います。 

 では、愛知県大村知事、お願いします。 

（大村愛知県知事） ＰＲの前に、先ほどの健康長寿圏域づくりについて、一言追

加で発言したいと思いますが、この件については、大変結構なことなので、ぜひ

９県１市で、健康長寿圏域だということを発信していければと思っております。

あわせて、私ども愛知県では、６月を、平成20年度より「特定健診・特定保健指

導普及啓発強化月間」ということにいたしまして、健保連とか協会けんぽ、国保

連と連携して、様々にＰＲをいたしております。従いまして、可能であれば、こ

うした健康づくりの啓発キャンペーンなどを、時期を合わせて一斉にやるような

ことがもしできればと考えております。先ほど取組紹介のお話にもありましたよ

うに、それぞれ皆さん熱心に取り組んでおられますので、そういったものを、何

か横で連携して、９県で、中部圏で、健康長寿、健康づくりといったものをどん

とアピールできたら、こんないいことはないのではないかと思いますので、これ

はまたぜひ事務方で御検討いただけたらと思っております。 

 それが１点と、本県からは、ＰＲ事項ということで、資料にありますように、

11月19、20日に、「武将観光」ということで、また、侍のふるさと、三英傑の出

身ということもありまして、「ワールドサムライサミット2016」というのを、愛・
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地球博公園で今年もやります。またぜひ多くの皆さんにお越しをいただければと

思っておりますので、ＰＲさせていただきます。 

 以上です。 

（川勝静岡県知事） 続いて、名古屋市河村市長、お願いします。 

（河村名古屋市長） それでは、今日はええところへ来させていただきました。名

古屋の街は、御承知のように、本当は熱田神宮ですが、その後徳川家康がつくっ

た街です。今日は久能山東照宮に徳川家康の御神骨があるということを聞きまし

たので、名古屋城の天守閣が木造になったときにはぜひ御分骨をお願いしたいと

いうことで、知事と宮司さんに、お願いいたしました。 

 それと、「ロボカップ2017」というのがありまして、７月ですが、これは自走

型のロボットでサッカー等をやるということでございますので、ぜひまた御期待

をと。 

 それからもう一つ、今大村知事からもありましたが、侍ということで、特に桶

狭間の戦いは、世界史上まれに見る大逆転劇ということで、清州を、1560年５月

19日午前４時、馬６騎で信長が出てまいりまして、例の敦盛の「人生五十年下天

の内を……」と。それから８時に熱田神宮へ着いて、大体12時から１時ぐらいに

今川の首を取って同じ道を帰ったと「信長公記」に記録がありますが、それと全

く同じものを、四国の88か所とか西国33観音みたいに、「人生大逆転街道」とい

うことで復元します。まあ、何ですね。人生疲れたときですね。子供さんでいえ

ば、受験に失敗したとき、入社試験に落ちたとき。それから選挙に負けたとき、

どうぞまたチャンスはありますので、この「人生大逆転街道」。本物ですから、

信長で。３説ありますがね、第３説。すばらしいものにしていきますので、お楽

しみにということでございます。 

（川勝静岡県知事） 信長役は、河村市長が務められますか。 

（河村名古屋市長） いやいや、わしは、そういうことは。ろくでもないですから

やりませんので。 

（川勝静岡県知事） 失礼しました。 

（河村名古屋市長） 信長役もですが、本当の街道が30キロちょっとずっとありま

すので、それを完全に直して、連続的なパワースポットみたいにということです。 

（川勝静岡県知事） 続きまして、三重県鈴木知事、お願いします。 

（鈴木三重県知事） ありがとうございます。チラシを入れていますが、この11月

30日、12月１日で、「農福連携全国サミット in みえ」というのをやります。各

県においても、農業の担い手確保と障がい者就労の場、これをつくろうというこ

とで「農福連携」というのをやっていただいていると思うんですけれども、全国
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のそういうふうにやっている皆さんが初めて一堂に会するサミットを、この11月

30日にやります。最終的には共同宣言のようなものをまとめるんですが、そこで

は、できればその農福連携の全国的なネットワークというのが今まだないので、

そういうのを構築して、みんなで事例共有とか交流をしていこうという方向でま

とめたいと思っております。まとまった折には、ぜひ全国的なネットワークで御

協力いただきたいと思っておりますし、11月30日ですので、もしよろしければ、

各基礎自治体や県の担当の皆さんもお越しいただけるとありがたいと思います。 

 以上です。 

（川勝静岡県知事） ありがとうございました。長野県阿部知事、お願いします。 

（阿部長野県知事） ２点ございますけれども、まず長野県、来年１月、２月に、

冬の国体、「ながの銀嶺国体」を開催いたします。各県からも選手団にお越しい

ただくことになると思いますので、注目いただければと思います。特に、スキー

競技会は白馬村で開催ということで、２年前に神城断層地震で大変大きな被害を

受けた地域でありますけれども、復興しているということで、全国から訪れる皆

さんに、信州の元気な白馬村を実感していただけるように今準備を進めておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それからもう１点、来年の大河ドラマ「おんな城主直虎」。私ども長野県も、

直虎の許婚が本県の高森町の松源寺に一時命を狙われて身を隠していたというこ

とで関係ありますので、長野県は今年「真田丸」で盛り上がっていますけれども、

ぜひ来年は、三遠南信つながりで一緒になって盛り上がれるように取り組みたい

と思っています。よろしくお願いいたします。 

（川勝静岡県知事） 直虎を宣伝していただきまして、ありがとうございます。 

 続きまして、福井県西川知事。 

（西川福井県知事） さっきカニのお話をいたしましたが、今日から解禁でありま

すので、石川県、富山県も同じだと思います。ぜひ日本海側のほうに食べに来て

ほしいと思います。ちょうど「味の週間」というパンフレットがありますけれど

も、「ふくい味の祭典」。11月19日から２日間。何回かやっておりますし、全国

伝統工芸品国民会議全国大会というのもやります。 

 それから、「エンゼルランド」という子供の博物館があるんですが、科学技術

を学ぶ、60～70万子供たちが入っておりますけれども、そういうのもリニューア

ルいたしましたし、それから陽子線がん治療施設ですね。これは中部圏の各県も

お持ちだと思いますが、連携して使っていただくような感じになると思いますの

で、よろしくまた御活用をお願いします。 

（川勝静岡県知事） １匹37万円の越前がにを、もう少し安く食べられるそうです
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から。 

（西川福井県知事） あれは御祝儀ですから、普通ので。味がそんなにというわけ

じゃありませんから（笑）。 

（川勝静岡県知事） ほかにいかがでしょうか。では、岐阜県岸副知事。 

（岸岐阜県副知事） 岐阜は１点だけ。各務原というところに、現存する国内最古

の飛行場がございまして、「航空宇宙科学博物館」。これが２年後に向けてリニ

ューアルに取りかかっていまして、これが国内最大規模で生まれ変わる予定でご

ざいます。実際に飛んでいた実機が37機というところが自慢でございますのと、

もう１点、戦争中の「零戦」と並ぶ名機と呼ばれた「飛燕」という戦闘機がある

んですけれども、これを工事の期間中ですけれども、11月の19日から先行公開す

るということでございます。ぜひ、航空機産業の関係は、愛知や三重をはじめと

して、隣県とも、人材育成、あるいは観光関係でも協力をお願いしたいと思って

おります。よろしくお願いします。 

（川勝静岡県知事） ありがとうございます。富山県寺林副知事、お願いします。 

（寺林富山県副知事） 富山県からです。お願いでございますけれども、全国植樹

祭のパンフレットをお配りさせていただいておりますが、県外からの招待者の選

考につきましては、各県知事の推薦によります招待者枠というのを設けておりま

す。照会をかけておりますので、ぜひ多数の御参加をよろしくお願いいたします。 

（川勝静岡県知事） それでは、最後に静岡県から紹介させていただきます。先ほ

どは長野県阿部知事から直虎について紹介いただき、ありがとうございました。

静岡県も、直虎に大変にゆかりのある地です。 

また、富山県知事のアドバイスを頂き、駿河湾が「世界で最も美しい湾クラブ」

に加盟申請を行い、つい３日、４日前に、メキシコで開かれた総会で、全会一致

で承認されました。本日は、本県の国際的に認証された地域資源・人材群、これ

をお配りしておりますが、平成25年６月に富士山が世界文化遺産になり、時を同

じくして、「山は富士 お茶は静岡 日本一」と言うとおり、静岡県の茶草場（ち

ゃぐさば）農法が世界農業遺産になり、その年は３件。その翌年、平成26年には

９件。平成27年には、それが11件になり、合計23件になりました。さらに今年は、

リオオリンピックの開催もあり、また今回、駿河湾が入り、合計41件と。そうし

た、国際的に認証された地域資源・人材を、中部圏の観光資源として、皆様と共

に発信していきたいと考えております。 

 それでは最後に、次回、第107回会議の開催ですが、申し合わせにより、滋賀県

にお願いすることとなっております。滋賀県西嶋副知事から、御挨拶をいただき

ます。 
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（西嶋滋賀県副知事） 座ったままで失礼いたします。 

 本日は、川勝知事様をはじめ、静岡県の皆様には、すばらしいおもてなしをい

ただきまして、誠にありがとうございました。心から御礼申し上げます。 

 静岡県さんからのバトンを受けまして、次回は滋賀県で開催させていただきま

す。今ほども何度も名前が出ておりましたけれども、来年の大河ドラマは「おん

な城主 直虎」でございます。直虎を養母に持つのが、我が滋賀県の初代彦根藩

主の井伊直政でありまして、滋賀県にも静岡県にも縁
ゆかり

のある方でございます。こ

れを絶好の機会として、静岡県、滋賀県、浜松市、彦根市のみならず、先ほども

ご紹介ございましたように、中部圏で縁
ゆかり

の地域が数多くあるやに聞いております

ので、ぜひとも一体となって大いに盛り上げていければいいのではないかと、こ

のように思っております。 

 私どもといたしましても、できる限りのおもてなしをさせていただきたいと思

いますので、どうか皆様、次回は滋賀県にお越しくださいますよう、心からお願

い申し上げまして、次期開催県の歓迎の御挨拶とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

（川勝静岡県知事） 西嶋副知事、ありがとうございました。それでは、来年は滋

賀県でお目にかかることになります。 

 以上をもちまして、第106回中部圏知事会議を終了いたします。本日は皆様の御

協力を賜りまして、無事に会議を終えることができました。ありがとうございま

した。心から感謝申し上げます。 

 それでは、事務局にマイクをお返しします。 

（愛知県政策企画局長） 座長をお務めいただきました川勝知事はじめ、御出席の

皆様には、誠にありがとうございました。それでは引き続きまして、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。 


