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第 107回中部圏知事会議 

2017年 6月 2日（金）13:30～15:50 

琵琶湖ホテル「瑠璃」の間 

 

１ 開会 

 

（愛知県政策企画局長）それでは、ただいまから、「第 107 回中部圏知事会議」を開催致

します。会議に先立ちまして、報道関係者の皆様にお願い致します。知事席周辺での撮影

は座長が選出されるまでの間と致します。以降の撮影は報道席からお願いを致します。本

日の出席者でございますが、谷本石川県知事、西川福井県知事、川勝静岡県知事、大村愛

知県知事、三日月滋賀県知事、河村名古屋市長、山崎富山県副知事、太田長野県副知事、

神門岐阜県副知事、渡邉三重県副知事のご出席となっております。それでは、開会にあた

りまして、開催県であります滋賀県の三日月知事からご挨拶をお願い致します。 

 

２ 開催県知事挨拶 

 

（三日月滋賀県知事）みなさん、こんにちは。ようこそ滋賀県、また琵琶湖にお越し下さ

いました。心から歓迎を申し上げます。昨夜は雷雨で心配しておりましたけれど、おかげ

さまでいいお天気となりました。この会議に先立ちまして、琵琶湖並びに琵琶湖博物館を

ご視察いただきました。ありがとうございました。この滋賀県ではですね、この琵琶湖を

世界一の湖にしようということで、今年から「琵琶湖新時代」をつくろうということを県

民の皆様方、経済界の皆様方ともども、取組を行っているところでございます。3 点ござ

いまして、まず 1 点目は、二年前に琵琶湖を国民的資産と位置づけた、その保全再生のた

めの法律を制定していただきました。その法律に基づきます計画を、この 3 月に作らせて

いただきました。おかげさまで水質はずいぶん改善してきたのですが、生態系の課題がま

だまだたくさんございます。たとえば今年は鮎の不漁ですとか、侵略的外来水生植物です

とか、外来魚の問題ですとか、新たな課題がございますので、こういったことにしっかり

と立ち向かってまいりたい。1,450 万人の方々が飲まれるこの水源を大切にしていきたい

と考えているところでございます。また 2 点目は、琵琶湖を真ん中に「持続可能な社会」

を作っていこうということで、国連の開発目標であります SDGs の取組みに参画すること

を表明させていただき、昨日も国連の担当幹部をお招きしてのシンポジウムを開催致しま

した。私が今日つけておりますカラフルな 17 色のバッジもその一つでございまして、こ

の地方自治体からですね、この国連の目標に対して、持続可能な社会づくり・国づくり・

地球づくりのために参画してまいりたいということを考えているところでございます。3

点目は、それぞれの県にもございますが、「世界農業遺産」認定を目指した取組みをスタ

ートさせました。この琵琶湖には、琵琶湖を綺麗に保つための農業、また琵琶湖の漁業資
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源を取りきらずに大切にいただく漁業などたくさんの生業がございますので、こういった

ことを束ねてストーリー性を持たせ、「世界農業遺産」の認定を目指した取組みをはじめ

たところでございます。こうした新たな価値づくり、よいもの・よいことを束ねて東京で

発信するための拠点をこの 10 月に近江商人ゆかりの地である日本橋に開設すべく、今鋭

意準備しているところでございますので、それぞれの市・県の皆様方の拠点とも、また連

携をさせていただければと存じます。 

今日は限られた時間でございますが、後ほどまた会長のほうからご挨拶がございますが、

ここ滋賀県で日本の真ん中である、日本海とも太平洋ともつながる西と東をつなぐこの地

域、産業面でも文化面でも牽引すべきこの地域の課題等共有し、また国等に届けるその要

望項目をまとめるべく、努力をさせていただきたいと存じますので、どうぞ忌憚のない活

発なご議論賜りますことをお願い申し上げ、冒頭の歓迎の挨拶とさせていただきます。あ

りがとうございます。よろしくお願い致します。 

 

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）みなさん、こんにちは。それでは私からも一言ご挨拶を申し上げます。

本日は三日月知事さん始め滋賀県の皆様には大変な準備、また行き届いたおもてなしで迎

えていただきまして、心から感謝御礼を申し上げる次第でございます。また、各県知事さ

ん、副知事さん、本当にお忙しい中、この中部圏知事会議、会を数えて 107 回目というこ

とでございまして、50 数年経ってございます。本当にこういう会に参加していただきまし

て、心から感謝を申し上げたいというふうに思っております。中部圏知事会議の提言そし

て活動で、東海北陸自動車道等々ですね、様々な成果もあがっているわけでございまして、

今後ともまたそれぞれの県の知事さん方と市長さんと一緒になって、日本の要であるこの

中部地区、しっかりと盛り上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上

げます。また、産業面では、この地域は製造業、ものづくりを中心にですね、日本を力強

く引っ張っているところだと思います。今後ともですね、そういった産業・経済、しっか

りとやっていけるように、また皆様と連携をしていきたいと思います。そして、そんな中

で観光で一つトピックがありました。5 月 26 日に中部地域の広域連携 DMO として、一般社

団法人中央日本総合観光機構が設立をされました。この設立の式典は、名古屋市さんの取

り計らいで名古屋城の本丸御殿ですね、開催ということでございました。中部経済連合会

が一つの旗振りとしてですね、北陸経済連合会の皆さんと連携しながら作って進めていく

ということでございます。徹底したデジタルマーケティング、リーダーはイギリス人の方

でありますから、海外への発信も含めて、観光振興・地域経済の活性化、またしっかりと
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進めていければというふうに思います。ちなみに昨年は、訪日外客数が 2,400 万人を上回

ったということでありますが、中部地区の昨年の外国人延べ宿泊者数 774 万人ということ

で、4 年連続で過去最高を記録しているということでございます。また、この中部地区を

貫く観光のルートとしての「昇龍道」プロジェクト、これまた引き続き皆様と一緒に進め

ていければと思います。 

さて、一つだけ私のトピックを申し上げますと、今年の 7 月末にですね、名古屋市さん

中心に、名古屋市と私の愛知県とで共同で「ロボカップ 2017 名古屋世界大会」というの

をやります。これは、ロボットの、サッカーが有名なんですが、ロボットのサッカー大会

とか、いろんな家事支援などロボットの競技大会が、2 年に 1 回あるわけでございますが、

それに合わせまして、私ども愛知県が誘致を致しました「世界青少年発明工夫展」を併せ

てやる。そして、毎年 8 月 1 日を私ども「愛知の発明の日」というふうに決めております

が、なんで 8 月 1 日なのかといいますと、明治 31 年 8 月 1 日に日本の発明王豊田佐吉翁

が動力織機の特許第１号取ったのが、明治 31 年 8 月 1 日ということなので、8 月 1 日を発

明の日として盛り上げております。今年は、ちょうど豊田佐吉翁の生誕 150 年なんです。

今年が。ですので、このロボカップ、世界青少年発明工夫展に併せてですね、豊田佐吉翁

に焦点をあてたそういった展示会等々で、この発明をですね、盛り上げていきたいと思っ

ておりまして、そのメインのイベントとして、7 月 28 日に式典もやりますが、そこで豊田

章一郎名誉会長にご講演をいただくことになっておりまして、92 歳ですけれども、私も楽

しみにしております。皆様方も是非お時間があれば、お越しいただければありがたいなと

思います。そんなことで、産業・経済、そしてまた観光、そして様々な分野、インフラ整

備も含めて今日の会議で皆様と認識を共有しながら、中部地区をさらに発展させられるよ

うに頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げてご挨拶と致し

ます。今日は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。それでは早速ですが、会議を進めてま

いりたいと存じます。会議の座長につきましては、慣例により開催県の知事に努めていた

だくこととなっておりますので、滋賀県の三日月知事にお願いしたいと存じます。三日月

知事よろしくお願いします。 

 

５ 議事 

（１）国への提言 

 

（三日月滋賀県知事）はい。それでは、座長を務めさせていただきます。不慣れでござい

ますが、ご協力の程よろしくお願い致します。本日の会議ですね、後ほど記者会見もござ



4 

 

いますので、15 時 50 分めど、それまで審議の時間とさせていただきますので、よろしく

お願い致します。 

それでは早速、議事に入らせていただきます。はじめに、議事 1「国への提言」につい

て審議を進めてまいります。今回、「国への春秋共通提言」と致しまして、19 項目の提言

案をいただいております。審議につきましては、おおむね約 110 分、従いまして 15 時半

までと予定致しております。本日は配布資料に記載の通り、提言をいくつかのカテゴリー

に分けまして、そのカテゴリー毎につづけて、それぞれ県・市様の提案趣旨をご説明いた

だき、その後一括して意見交換を行うという形にしたいと思います。ただし、カテゴリー

に分けられない、「その他」の提言につきましては、1 項目ずつ審議をしてまいります。な

お、お時間に限りがございますので、それぞれの県・市様、提案趣旨のご説明は、1 項目

あたり 3分程度を目安として簡潔にご説明いただきますようお願い致します。 

それではまず早速、1 つ目の項目「インフラの整備の促進」に関する提言について審議

を致します。まずはじめに、「高規格幹線道路ネットワーク整備等」につきまして、岐阜

県の神門副知事様から提案趣旨をお願い致します。 

 

（神門岐阜県副知事）はい。それでは要請文は、1 ページをご覧いただきたいと思います。

またパワーポイント資料を置いてございますが、1 番上の岐阜県資料「高規格幹線道路ネ

ットワーク整備等について」をご覧いただければと思います。この要請、従来から行って

いるものでございますが、パワーポイント資料にございます通り、産業面はもちろんでご

ざいますが、さきほど大村知事のご挨拶にありましたように、外国人の宿泊者数が伸びて

きていること、また、右下に書いてございますが、震度 6 強以上の揺れに見舞われる可能

性が非常に高いということ等を強調しながら、国際競争力の強化、防災、広域観光に欠か

せないネットワークの早期整備を強く要請していきたいと思います。よろしくお願い致し

ます。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございました。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お願い致します。 

 

（西川福井県知事）はい。2 番目の項目ですから、福井県の県資料ということで、北陸新

幹線の項目があると思います。ご覧いただきながらお聞きください。北陸新幹線につきま

しては、まず金沢までは開業しておりますが、あと 5 年余りのち、平成 34 年度までに敦

賀まで開業するという、おおむねの見通しが立ちましたので、1 年でも 1 日でも早く、開

業してもらいたいと思います。それから、敦賀から先、大阪については、この 3 月までに

小浜・京都を通って、大阪のルートが決定致しました。建設費としては、2 兆 1 千億くら

いありますが、札幌開業というのが、これから 15 年後でありますので、それより早い、

大阪までの開業を目指す必要があると思います。それから、敦賀駅でその間、中京を例に



5 

 

とりますと、関西もおなじでありますが、乗り換えが常時発生を致します。2 枚目に資料

があります通り、今回だいたいのデザインが決まりまして、新幹線が敦賀の駅 3 階部分に

入ってきますと、すぐ下の 1 階のところに、「サンダーバード」あるいは「しらさぎ」で

すね、大阪あるいは名古屋、愛知地域の両方の特急が待ち構えているという構造にしてい

るところであります。そうなりますと、3 ページに書いてございますように、金沢はター

ミナル機能をもっておりましたので、「サンダーバード」は便数が 24 便、また「しらさぎ」

は便数が 16 便と書いてありますが、敦賀でありますと「サンダーバード」も「しらさぎ」

も同じ便数ないと、そこで待ちくたびれてしまいますので、その便数を確保しなければな

らないわけであります。是非とも努力してまいりたいと思いますので、相互の中京圏、ま

た北陸との利便の向上の意味でも、「しらさぎ」の運行本数等の確保について、またご関

心・応援を願いたいと思います。それから 4 ページをご覧ください。東海道本線の長浜・

米原～大垣方面の絵があると思います。ここは在来の特急と言いますか、非常に線が湾曲

しておりまして、時間もかかるという課題があるわけであります。これは、将来中京新幹

線ということになりますと、解決するのかもしれませんが、かなり時間を要すると思いま

す。是非ともその間、この部分について、快速化といいますか高速化を図る努力をする必

要があるかと思います。滋賀県においても、いろいろとご関心をもっているとおっしゃっ

ていますので、気持ちを同じくして、ここを早くしなければ日本で一番真ん中のところで

不便であろうと。リニア新幹線もくるわけでありますので、そのへんの有効利用が図れな

いだろうと思います。そこで、北陸・中京間のアクセス向上について、例えば特急運行本

数の維持拡大、今申し上げたところ。それから、「特急しらさぎ」の高速化。さらに将来、

北陸・中京新幹線などの方策等について、ここにお集まりの各県のそれぞれのお立場でご

議論を願うように、関係 6 県（富山・石川・福井・滋賀・岐阜・愛知）、名古屋市等にお

いて、事務レベルの勉強会を開いていただくのはいかがかということを申し上げてまいり

たいと思うところであります。あと 5 ページが中京新幹線の絵が描いてございますが、最

近、四国あるいは中国地方、他の地域でも、次の新幹線ですね、議論が非常に高まってお

りますので、この北陸・中京新幹線についても、遅れることなくむしろそれより早く整備

が必要だと思いますので、よろしくお願い致します。以上です。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございます。つづいて三重県さんよろしくお願い

致します。 

 

（渡邉三重県副知事）「リニア中央新幹線の東京・大阪間早期全線整備」についてご説明

申し上げます。三重県資料のパワーポイントをご覧いただければと思います。これにつき

ましては、これまでも提言を行ってきた内容でございますが、ご承知のように、昨年政府

の方で、最大 8 年全線開業前倒しをする方針のご決定をいただき、実施されております。

この全線開業がまさしくこのリニアのですね、一番大きな効果を生み出す、いわゆる日本
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の発展を強力推進するためのきわめて重要な社会基盤であると思っております。そこで、

この全線開業のですね、早期達成に向けまして、まずは、現在工事が行われています、ち

ょうど課題の 1 番上に書いておりますが、東京・名古屋間の工事を着実に実施いただくと

ともに、その後名古屋―大阪間の工事が始まるわけでございますけれど、その早期着手な

り円滑な工事に向けては、現在東京・名古屋間で整備作業進めていただく中で様々な課題

等もございます。それを参考にして、例えばですけれど、関係省庁が連携いただいて、必

要な対策を事前に講ずるための体制づくりなど、そういう事前対策を講じていただけるこ

とで、1 日も早い全線開業につなげていただくようお願いしていきたい。2 点目として、

駅周辺のまちづくりや交通網の整備です。この課題の 2 段落目にございますように、リニ

ア効果はやっぱりいわゆる全線開業だけではございません。それに紐づき、リニア駅を核

とした、まちづくりなり交通ネットワークが非常に重要でございますので、開業と合わせ

てそういうものが相乗的に効果を表すということでございます。それにはまず、まだ現在、

名古屋・大阪間のルート及び駅位置が公表されていません。その早期決定をいただくため

の環境影響評価手続きを進めていただければと思っております。提案項目の 4 にあります

ように、先ほどの駅周辺のまちづくり、交通網の整備の支援、これまさしく地方創生に資

する非常に大きな施策ですので、積極的に国において講じていただきますとともに、先ほ

どのリニアインパクトを最大化するという観点からですね、地域に資するよう、地域の事

業者の活用に配慮するなど地域の意向を十分に反映させていただくことをお願いしていき

たいと思っております。以上でございます。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございました。 

続きまして、本県滋賀県からということで、お手元資料、三重県さんの次の資料にあり

ますように、「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」ということでございまして、提言は 3 項目ですけれど、

重複しないよう上記 2 項目を説明させていただきたいと思います。これから、北陸新幹線

の延伸ですとか、またリニアの開業ですとか、様々あるときに、この新幹線（高速鉄道）

と在来線の接続改善ならびに会社間の直通列車ですとか、列車運行本数の増加、電化です

とか複線化、こういったことで機能強化を推進することが必要であるということを提案さ

せていただきます。特に、5 年後の 2022 年度に敦賀まで北陸新幹線が開業致します。その

5 年後 2027 年にリニア中央新幹線が名古屋まで開業致しますが、この 2 つの新幹線の効果

を北陸と中京へ相互に波及させるためには、米原を経由したスムーズなアクセスの確保が

必要であると認識致します。具体的には、先ほど西川知事の方からございましたが、「特

急しらさぎ」の充実でございまして、北陸から米原へのリレー列車の運行ですとか、米原

経由で名古屋まで足を延ばす特急をしっかりと確保していくこと、また米原駅でのスムー

ズな乗継ぎを想定し、ご提案するものでございます。またもう一つはですね、交通系 IC

カードの改善でございます。ご案内の通り、かなりの駅でこの IC カード化が進んでいる
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んですけれども、たとえば、岐阜県で JR 東海の TOICA を利用して乗っていただいて、米

原に降りていただいた場合、JR 西日本の ICOCA エリアの米原で下車する場合、IC カード

を使えないということがございます。こうゆう会社間のまたがり…そうなんです、使えな

いんです。で、以外にそのエリアにいらっしゃらない方には、「あ、そうなの？」という

ことかもしれませんけれども。共通化できているところもございますが、共通化できてい

ないところがございまして、その地域の皆様方はもとより、観光のお客様、最近はこの IC

カードで行き来できる機会も増えているのに、まだご不便をかけているという事情がござ

いますので、こういった改善をするための対策を講じることを提案していきたいと考えて

いるものでございます。 

本県からは以上でございまして、つづきまして名古屋市さんの方からお願い致します。 

 

（河村名古屋市長）はい。それでは、ここにありますように「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」ということでございまして、名古屋というか愛

知県というか東海地域というか、圧倒的な製造品出荷額を持っておりまして、やっぱり滑

走路一本では、メンテナンス時間がとれないということでございまして、提言内容としま

しては、①国が地域を主導し、中部国際空港の機能強化、特に二本目滑走路の実現に向け

て必要な調査検討に取り組むこと。②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需要拡大の取組を一層推進すること。③急増する

訪日外国人の受入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空港

利用者の利便性向上のため、また、さらなる増加が見込まれる FIT にしっかり対応するた

め、道路・鉄道等の空港と主要都市や主要観光地とのアクセスの充実に取り組むこと。と

いうことをお願いしたいと思います。以上です。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございました。それでは、石川県の谷本知事、お

願い致します。 

 

（谷本石川県知事）石川県は、「クルーズ船の受入れ環境整備」ということで、ペーパー

お配りしておりますけれども、資料の 1 番目に、近年外国のクルーズ船会社の、このアジ

ア市場への本格参入が際立っております。クルーズ船の各港への寄港が急増しているとい

うことで、そこにクルーズ資料のシェアも書いておりますけれども、ほんの 10 年以上前

には、1 位はカリブ海で 2 位は地中海 3 位がアラスカでアジアはランク外ということであ

りましたけれども、2016 年の数字で見ますと、第 1 位はカリブ海、第 2 位地中海は変わら

ずですけれど、アジアがランク外から第 3 位というとこまで上がってまいりました。国の

ほうも訪日クルーズ客数 500 万人構想というものを掲げておられるわけであります。その

中で、実は金沢港も例外ではなくて、そこに数字が出ていまして、かつては年間 6 隻くら

いしか寄港しなかったんですが、今年は 54 隻に急増しておりまして、これは特に新幹線
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が開業したということが影響していまして、いわゆる我々は「レール＆クルーズ」と言っ

ておりますけれども、新幹線とクルーズを連携させた形でですね、首都圏から誘客をする

と、そんな戦略をもって、イタリアに本社があるコスタクルーズ社というのがですね、昨

年 10 隻金沢港発着型のクルーズを出しましたところ、乗船者が 90％。首都圏からのお客

様が、実に 4 割を占めるという成果が出ましたので、それで今年は 10 隻から 32 隻に数を

増やして、そこにありますように日本文化をアピールできるということで、金沢港を出発

して、境港・プサン・博多・舞鶴を廻って金沢港へと、5 泊 6 日ですから、ちょうど日本

人向けのクルーズを今仕込んでやっております。とりあえず日本市場の場合は、まだ日本

人はクルーズに慣れていない。1 億人いますけど、クルーズを利用してる方はわずか 20 万

人、0.2％。クルーズは大金持ちが乗る船だとそういう意識が非常に強いので、コスタク

ルーズ社もそうではないと、若いカップルでもファミリーでも気楽に乗れますよと。5 泊

6 日でも、食事込みで 1 日 1 万円くらいのところから料金設定をして、13 歳未満の子供さ

んを 2 人まで無料というような形でやっておりまして、是非日本海に目を付けて、ここで

ひとつ日本のクルーズ利用を掘り起こして、それがうまくいけばアジアあるいは外国人の

方にもですね、日本海クルーズを楽しんでいただこうという作戦を展開しているわけであ

りまして、そんな意味では、是非我々は受入れ環境を整備しなければならない。ところが

お恥ずかしいことに、金沢港は長い間、地方港湾でありましたので、ほとんどインフラの

整備がなされていない。写真がありますけれども、貨物と人がごちゃ混ぜになっていると

かですね、入国手続きとか待合機能は、仮設テントでその都度対応するとか、まことにお

粗末な対応になっておりますので、我々はやっぱり地方港湾をこの際、CIQ のですね、恒

久施設化とか、大型クルーズが入ってくるための岸壁の整備とか、港の中に貨物小屋があ

ちらこちらに点在しているので、こういったものをきちんと再整備をする。そんなことを

急いでやらないといけない。我々としては、政府が東京オリンピックでクルーズ誘客 500

万人構想を掲げておられているなら、東京オリンピックまでに、この再整備を是非間に合

わせてほしいということを国に強くお願いしております。国はどうも必要な予算は確保し

ておられるようなのですが、どちらかというと、あまり地方港湾には目が向いていなかっ

たというのが正直なところなので、これからはやっぱりクルーズということを考えるとで

すね、こういう拠点なり、地方港湾については、きちんとした財政支援措置がなければ、

クルーズ誘客 500 万人構想は、なかなか実現できないんじゃないかとそんな思いがしてお

りますので、これはまさに新幹線の金沢開業がクルーズと連動した形で、おそらく今年の

試みは上手くいけば、日本海クルーズがこれから定着していくのではないかという思いが

しておりますので、是非地方港湾についても、クルーズ誘客の面に目を向けていただいた

財政支援措置を拡充・強化をしていただきたい。そのことを是非中部圏知事会としても国

に要請をしていただきたいという思いです。 

 

（三日月滋賀県知事）はい、ありがとうございました。まず第一部ですね。「インフラ整
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備の促進」ということで、第 1 項目から第 6 項目につきまして、資料等に基づきご説明を

いただきました。何か皆様方のほうでご意見、また追加のご説明等ございますでしょうか。 

 

（大村愛知県知事）大変貴重なご意見・ご提案ありがとうございました。私からもご意見

申し上げさせていただければというふうに思います。まずはですね、福井県さん、そして

また滋賀県さんのご提案のですね、北陸新幹線絡みでありますけれども、敦賀までくると、

そのあとですね、早期整備ということでありますが、私どもはそれとあわせてですね、北

陸、敦賀と米原の間の高速化、そしてまた北陸圏とこの中京圏との鉄道網の確保・強化、

これは前から申し上げておりますが、是非その点はですね、この両県さんのご提言通りだ

と思います。是非また皆さん一緒になってしっかりやっていければと思います。ちなみに

ですね、私、前のこの会で申し上げたこともあるかと思いますが、北陸圏と関西圏・中京

圏との人の流れは、関西と北陸が 3 とすると中京圏と北陸圏は 1、3 対 1 というか、やっ

ぱり関西のほうが大きな流れなんですが、人の流れの動きはそういう割合になってますが、

物流は１対１と。関西と北陸、北陸と中京は物流の量は同じ、ということは経済的にはで

すね、やはり中京経済圏と北陸経済圏の結びつきは非常に強いと、やはり製造業を中心に

非常に強いということを表していると思います。従ってそういう意味では、その経済のつ

ながりをさらに強めていくためにも、やはり鉄道のですね、路線の確保・強化、これは是

非必要だと思いますので、その点よろしくお願い申し上げます。そしてリニアにつきまし

ては、今年はまだリニア新幹線期成同盟会の日程を今調整しておりますけど、是非ですね、

早期整備、名古屋まではまずやって、併せてですね、全線の早期整備をですね、皆さんと

一緒にしっかり頑張って進めていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上

げます。そして、中部空港につきましても関係の皆様と二本目滑走路に向けてですね、今

取組みの強化をしているところでございますので、またご支援の程よろしくお願い申し上

げます。なお最後、クルーズ船の話は、金沢港 54 はすごいですね。名古屋港クルーズ船

の、私ども愛知県と名古屋市さんと一緒になって今やってるんですけど、名古屋港より多

いくらいかもしれませんね。名古屋港だいたい 50 くらい、50 いくかいかないかぐらいな

んです。素晴らしいなと思います。 

 

（谷本石川県知事）コスタクルーズ社が目を付けたのは日本人向けにですね、5 泊 6 日と

か 4 泊 5 日、1 カ月もクルーズに乗るのは日本人はできないと。だから 4 泊 5 日とか 5 泊

6 日のクルーズなら日本人は利用してくれるんじゃないか。しかも日本海をぐるっと廻る

というのは今までなかったクルーズですね。しかもそれを新幹線とうまく繋げようという

戦略で、それが今のところは去年やった実績ではそれが当たったということですよね。だ

から我々もちょっと驚いているのですが、10 隻を今年は 32 隻に増やしているのですね。

そして日本海クルーズをきちっと定着させようという動き。ところが、その肝心の港が、

地方港湾って、今のところほったらかしですから、ほとんどインフラの整備がなされてな
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いので、これを急遽、入国手続きを仮設テントでやっていたのでは、もう間に合わないの

で、恒久的な施設をつくってですね、港としての体裁をやっぱり早急に整えていかないと

いけない。そういうクルーズ需要というのはおそらく地方港湾にはどんどん出てくるんじ

ゃないかと思いますね。 

 

（大村愛知県知事）大賛成です。以上です。ありがとうございました。 

 

（三日月滋賀県知事）はい、ありがとうございました。先に手を挙げていらっしゃいまし

た、静岡県知事さん。 

 

（川勝静岡県知事）2 点申し上げます。まずは、クルーズ船に関してですけれども、クル

ーズ船、実は清水港も、2011 年には年間 3 隻だったのですが、去年がなんと 18 隻、今年

はその倍以上の 42 隻、そして国際クルーズ船拠点港と国土交通省から認定されましたの

で、そして、「ゲンティン香港」と連携しまして、それで間もなく年間 100 数隻になりま

す。今後、愛知県名古屋港と連携をすれば、日本海側とそれから太平洋側、両方ともお客

様に楽しんでいただけることになるのは確実であります。また、富山湾が「世界で最も美

しい湾クラブ」に加盟しておられまして、そしてその紹介をいただき、昨年、全会一致で、

駿河湾も世界で最も美しい湾と認定されました。富山県のおかげということで、心から御

礼を申し上げます。さてもう 1 点は、滋賀県知事さんもおっしゃった IC カードについて

です。2019 年のラグビーワールドカップ、2020 年の東京五輪が予定されております。こ

の IC カードを共通して使えるということが、日本としてのおもてなしの 1 つではないか

と思うので、この滋賀県知事の提案を、中部圏知事会だけでなく全国知事会に持っていく

ことを通して、オリンピックまでに間に合わせられるように、JR 各社に働きかけていくこ

とで賛成をしたいと存じます。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございます。じゃあ、石川県さん。 

 

（谷本石川県知事）私のほうも、福井県知事と滋賀県の知事から北陸新幹線、愛知県知事

からもお話がございました。おかげさまで大阪までのルートが、大筋で決定をみたという

ことで、これから詳細なルート調査が行われるということですから、財源の確保について、

これからまた北陸は一生懸命関西と足並みを揃えて、頑張っていかなければいけないとい

うことでありますけれども、その時に心配なのは、敦賀で一応 5 年後完成ということです

から、敦賀とこの名古屋圏の間のアクセスですよね。これは大変、実は心配をしておりま

す。今、西川知事も言われたように、「しらさぎ」をどう確保するのか、ここは JR 東海と

JR 西日本に跨っているということがありますので、我々は JR 西日本はよく存じ上げてま

すので、色々な要望しておりますが、JR 東海とはまったくお付き合いがありませんので、
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これは JR 同士、よく協議をしていただかないといけないと思いますが、是非このアクセ

スは維持し、むしろやはり向上していただく必要があるのではないかと。今、貨物の流動

の話がありましたけど、石川県でいえば首都圏からは新幹線開業前は年間 240 万、大阪・

関西圏からは 250 万、名古屋圏からは 200 万人お越しいただいてるんですよね。新幹線開

業後は首都圏の 240 万が 450 万に今なっていますけども、おそらく名古屋圏とも 200 万と

いうことは、相当の流動があるということですから、ここのところのアクセスをしっかり

維持していただくということがありますし、中京新幹線という話もありましたけど、これ

は基本計画に載ってますので、今、大阪と長崎と北海道やっていますけれども、この基本

計画に載っている路線をどうしていくのかというのが、これからいずれテーマに上がって

くると思います。それから、羽越新幹線とか山陰新幹線とか四国新幹線とか東九州新幹線

とか色んな動きがあるようですから、中京新幹線を基本的にどうするのか、基本計画のま

まほったらかしでいいのか。それとも整備計画に向けて、地元として動きを起こしていく

のか。そうすればどういうタイミングがいいのか。そのことについて足並みはいま揃って

いるのか揃っていないのか。そのことお互い事務的な確認をしておく必要があるような感

じがします。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。福井県知事。 

 

（西川福井県知事）あの、今程申し上げました。谷本知事からもありましたが、要するに

リニアがつながると。それから、北陸新幹線が伸びていくということでありますけれども、

やっぱり名古屋といいますか、中京圏がより発展するためにも、いわゆる大阪は地盤沈下

の傾向がありますから、この地域が自立するためにも、北陸と滋賀県、そして中京圏のネ

ットワークを、ここはポテンシャルが非常にあると思いますから、早くうまく整備するの

が大事だと思うんです。今回、色んな議論の中で、小浜・京都、大阪ルートとなりました

けれど、米原ルートも有力な案ではあったわけですから、これを上手く、どういう方法が

あるかしれませんが、快速化を図るというのは、非常に滋賀県あるいは北陸、愛知にとっ

ても重要ですし、今、全国的に四国やらあるいは山陰、まぁ東北もそうかな、次の新幹線

の話が出てますけども、それと同じような調子でやるような場所では全然ないと思うんで

すよ。準備をよくしてやると必ず上手くできる場所だと思います。そう言いながら、意外

とここの事をあまり皆さんそんなにご存じないですよね、話聞くと。ちょっと後ろの方に

あるような感じなんですよね、皆ね。ここを正面と向き合って、ここをうまくすると非常

に交通状況もよくなるし、名古屋・愛知にとってもいい場所になると思いますので、是非

議論を進めてほしいと思います。よろしくお願い致します。 

 

（三日月滋賀県知事）その他ございますか。川勝知事どうぞ。 
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（川勝静岡県知事）申し上げます。1 つは、リニア新幹線ですが、2027 年に東京と名古屋

が結びつくということでございまして、大賛成であり、これも推進していただきたい。し

かし、今、山梨県側と長野県側から南アルプスの掘削が始まっておりまして、この南アル

プス付近に水源をもちます大井川に、静岡県の 5 人に 1 人、6 人に 1 人が依存しておりま

して、水が足りなくなるということになると大問題になることだけはご承知おきください。

その時にどうするか。一見、「リニア反対」という声が上がると存じますけれども、たと

えば代替ルートを考えておいていただくとかですね、先程、福井県知事さんが中京との環

境について言われましたが、そうしたことも念頭に置いていただきたいと思います。もう

1 つ、中部国際空港の２つ目の滑走路の話ですけれども、今はもうすでに 4 月までで外国

人の観光客数が 1,000 万人。したがって、それを 3 倍すれば 3,000 万人ということになり

まして、これからまたオリンピックにかけて 5,000 万人というのも、想定内に入ったとい

うことではないかと存じます。そうした時に、首都圏の空港では賄いきれないということ

なので、中部国際空港はすごく大事だと思います。そして、首都圏空港の補完空港として、

皆さんご存知ないかもしれませんが、富士山静岡空港というのがあるんです。この富士山

静岡空港は、地方管理空港 54 ありますけれども、外国人出入国者数は過去 7 年間一貫し

て 1 位でございます。能登空港も抜いているということで、首都圏空港の補完空港として

位置づけられています。ちなみに、滑走路が、今は 2,500M あるんですけど、当初 2,200M

の時に、ダイバートする時には、ほとんど中部国際空港に降ろしていただいておりました。

したがって、中部国際空港にしましても、東海地域といいますか中部圏として、中部国際

空港の補完空港としての位置付けを富士山静岡空港が占めることができるということを、

どこかでご念頭においていただきたいと存じます。ちなみに、あまりにたくさんの需要が

ありますので、今空港ターミナルビルを増築・改修しておりまして、来年の秋には出来上

がる予定です。そうしますと空港ビルが狭いために 1 時間に 1 本しか処理できないのが、

1 時間に 3 本対応できます。そのようなことで、中部圏の空港、特に中部国際空港中心で

ございますから、そこと交換関係をもてればと思っておりますので、ご念頭に置いてくだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございます。あの本県からも一つ申し上げれば、

北陸新幹線につきましては、おかげさまでルートが決定し、財源確保の上、やはり早期に

開業をすべきだと思います。その際には、やはり課題となるのが、着工 5 条件の克服でご

ざいまして、本県の場合でいうと、並行在来線の問題が出てきます。県を通らないのに、

県内の在来線が並行在来線になり、経営分離されるということになれば、やはりとてもじ

ゃないが、これが整わないということになりますので、この点整備新幹線のルートが通ら

ない県の在来線が並行在来線には当然含まれないということをやはり再確認した上で、今

後の条件整備をすべきだということについて、これは北陸新幹線を早期につないでいくと

いう観点からもですね、中部圏知事会議のお力添えをいただきたいと思います。 
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その他、それぞれサインや追加のご意見等ございましたが、この項目よろしいでしょうか。

なければ、この項目につきましてまとめ、国に提言をさせていただきたいと存じます。 

それでは、次の 2 点目の項目でございますが、「地方創生」につきまして、大きな 7 項目

目以降、それぞれご提案いただきます。まず富山県様お願い致します。 

 

（山崎富山県副知事）はい。富山県でございます。「国際・広域観光の振興について」と

いう提言でございます。ご承知かと思いますが、この提言は平成 26 年 10 月に富山県で中

部圏知事会議を開催させていただいた際に、この国際・広域観光の振興についての宣言文

がまとめられ、それをベースと致しているものでございます。冒頭の大村知事さんのご挨

拶にもございましたが、訪日外国人旅行者数 2,400 万人を全国では超えると、また今年に

入って 5 月 13 日に過去最速で 1,000 万人を超えたという報道もあったと承知しておりま

す。また、政府では、2020 年に 4,000 万人とする目標も設定されております。こうした中、

中部圏でも大変訪日外国人のお客様増えているわけでございます。北陸新幹線の開業とい

ったこともあるかと思いますし、これも話し合いにありました「昇龍道」といったものも

ございます。今が、観光誘客と滞在を促す、またとない機会ではないかと思っております

し、また今後ラグビーワールドカップ 2019 あるいは 2020 年の東京オリンピック・パラリ

ンピックということで、日本への関心が高まる中、世界に向けて中部圏の魅力をアピール

していくことが重要であると思っております。このため、国への財政措置や制度の創設・

改善などにかかる事項について提言をするものでございます。以上でございます。 

 

（三日月滋賀県知事）はい、ありがとうございました。つづきまして、長野県副知事さん、

よろしくお願い致します。 

 

（太田長野県副知事）はい。8 番「大学生の東京一極集中是正と地方大学の充実のための

支援」について申し上げます。地方から東京へ人口の流出が続く大きな要因は、高校卒業

後多くの若者が東京の大学等へ進学することにあるものと考えております。その原因の一

つには、東京の大学が定員を大幅に超過して入学者をとっていることにございます。私ど

もが提出した資料をご覧いただければと思いますが、平成 28 年度の定員増を見ますと、

東京以外の地域の大学では、1.7％の超過。ほぼ、誤差の範囲でございますけれども、東

京の大学においては、9％の超過。ほぼ 1 割の超過ということになっております。このよ

うな中で、現在文科省では、大学の定員超過をした大学に対しましては、私立大学等経常

費補助金の減額交付、交付基準の厳格化、あるいはその場合の学部学科の設置等の認可制

限の強化をしているところでございますが、これは全国一律でございます。その結果、ペ

ージをおめくりいただきたいと存じますが、今年の春の定員で申し上げますと、大きなと

ころから 3 つ挙げておりますが、ご覧になりましたように、東洋大学 569 人、立教大学
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454 人等、この上から 2 つだけでも 1,000 人を超えた定員が増えております。ちなみに私

ども長野県の私立大学入学定員全体が 1,070 人でございますので、それとほぼ同じものが

増加しているということでございます。このように定員そのものの増加を認めてしまえば、

定員超過抑制策というのは損なわれるということでありまして、ひいては、地方から東京

への人口流出をとめることができないと考えております。そこで、テーブルにございます

通り、こうした中で、大学生の東京集中是正に向けましては、東京における大学とそれ以

外の大学を明確に区別した定員管理対策を講じることが重要と考えておりまして、東京の

大学の定員増を厳しく抑制するとともに、東京の大学入学定員そのものの厳格な管理を徹

底すべきものと考えております。また一方で、地方の大学に若者を呼び込むためには、地

方の大学の魅力を高めることも重要と考えております。このため、国立大学法人運営費交

付金や私立大学等の経営費補助金の配分にあたりましては、地域貢献に取り組んでいる地

方大学に対して重点的な配分を図ることが必要と考えております。また、地方の大学に若

者を引き寄せるため、国が、地方大学で学ぶ学生への給付型奨学金を交付することも必要

と考えております。現在、国の「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」に

おきまして、地方大学の振興、東京の大学の新増設抑制について議論を進めておりますし、

5 月 22 日は中間報告がなされました。また、5 月 29 日には、「まち・ひと・しごと創生基

本方針 2017」の案ができまして、そこでも地方創生に資する大学改革というところで、提

案がなされております。こうした状況を踏まえまして、そこに書かれてございます 1、2

につきまして、緊急かつ抜本的な措置を講じるよう提言したいと考えております。以上で

ございます。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございます。これは、共同提案されております愛

知県の大村知事。 

 

（大村愛知県知事）はい。私からも補足で、愛知県資料という形でお配りしておりますの

で、ご覧いただきながら、お聞きいただきたいと思います。私からも補足で申し上げたい

と思います。「大学生の東京一極集中是正と地方大学充実のための支援について」という

ことでございます。まず資料の 1 ページ目をご覧いただきたいと思います。大学生の東京

一極集中でありますが、東京以外の道府県から毎年 10 万人、10 万人ですよ、学生が東京

の大学に進学し、東京から都道府県単位でやっていますから、神奈川とか千葉、また関西

の大学に行かれる方もおられると思いますが、2 万 6,000 人。差引き 7 万 4,000 人の純増

なんですね、大学生だけで。東京のですね、この年の直近の社会増、東京都の社会増が今

年間 10 万 5,000 人です。社会増 10 万 5,000 人のうち 7 万 4,000 人が大学生と。ここをど

うにかしない限り東京一極集中はとまらないんですね。ところが数日前、某全国紙の社説

にですね、私ちょっと驚きまして、思わず Twitter でなんだと嚙みついたんですけど、某

全国紙ですね社説にですよ、社説に、この間の地方創生会議の東京 23 区の大学の定員増
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を止めるというやつに対しては、東京一極集中是正効果は疑問だと社説に書いてあるんで

すね。私思わず違和感を覚えたと。今申し上げた 10 万 5,000 人の社会増のうち 7 万 4,000

人が学生だと。この数字を見て、この新聞社は書いているのかと、実態を見て主張しても

らいたいということを Twitter で書かせていただいたんです。ただそれだけなんです。実

態を見てものを言ってほしいということなんですね。これ見れば一目瞭然なんですよ、東

京と京都、京都も学生の街でしょうからあれでしょうが、愛知県も 3,800 人ですが、差し

引き純増でありますけれども、やはり東京 7 万 4,000 人、10 万人が毎年行くというのはい

かがなものかということだと思います。国立大学は厳正な定員管理でびた一文増えません

から、要は私大だけが駆け込みでどんどん定員を増やしていくというのは、東京の私立大

学に増やされたらかないませんからですね、私は全国知事会で去年も申し上げましたが今

年も断固申し上げたいと思いますけれども、ここをカチンとやらなければ一極集中は止ま

らないんではないかというふうに思います。2 ページも同じようなことがございまして、

東京の大学の学生数が全国に占める割合はだんだん上昇して、今 25.7％になっているとい

うことでございます。ここにしっかりと歯止めをかけるということをですね是非皆様と確

認をし、強く申し上げていきたいと思います。以上です。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。それでは、続いてなんですが、スポーツの関係で、愛知県大

村知事お願い致します。 

 

（大村愛知県知事）それでは、引き続きですね、9 項目目ということで、「世界的スポーツ

大会開催の支援について」ということで、また資料をご覧いただければと思います。まず

は、1 ページ、国への提言内容でございまして、ラグビーワールドカップ 2019 の盛り上げ。

そして、東京 2020 オリンピック・パラリンピックについての開催準備、事前合宿誘致へ

の支援、そして各地の産品活用や文化プログラムの支援を求めていきたい。合わせまして、

私ども 2026 年に第 20 回アジア競技大会、愛知・名古屋で共同開催をすることに致してお

りますので、そちらの支援も是非お願いをしたいと思っております。各大会開催に向けた

動きについては 2 ページをご覧いただければと思います。いよいよラグビーワールドカッ

プ 2019 は、この間、予選プールの組分けが決まりました。公認チームキャンプ地は中部

圏県内から 15 件が応募をしておられます。しっかり我々多くのところがキャンプ地にな

るようにサポートしていければと思います。また、オリンピック・パラリンピックは静岡

県さんで自転車競技の開催が決まっており、事前合宿誘致とか産品活用についても各地で

取組みが進められております。私ども愛知もしっかり手を挙げていければと思っておりま

す。いずれにしても、スポーツ大会、こうしたものを活用した盛り上げを日本全体そして

中部地区で進めていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございました。つづいて、10 項目目の「国民体育
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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、本県から提案させ

ていただきます。記載の通りでございまして、2020 東京オリパラ含め、今、大村会長から

ご提案がありました、世界的なスポーツ大会含め、国体と全国障害者スポーツ大会は、来

年の福井県さん、そして平成 33 年の三重県さん、そしてその 3 年後の平成 36 年に本県、

その３年後に長野県さんでそれぞれ開催されるということでございまして、この大会に対

して施設整備を含みます、特に開催経費の負担、開催市町村の人的・財政的負担も大きい

ということでございますので、toto の助成、学校施設環境改善交付金を含めて、当然社会

資本整備総合交付金の支援の拡大・充実を要望するものでございまして、ご賛同をよろし

くお願い致します。 

それでは続きまして、「スポーツによる地域振興」について福井県さんお願い致します。 

 

（西川福井県知事）はい。福井県の資料で、スポーツによる地域振興という 1 枚紙をご覧

ください。スポーツについては、協議会あるいはイベントの実施により交流人口の拡大、

地域振興のための潜在力のある項目であると思います。国体あるいは全国障害者スポーツ

大会、東京オリンピック・パラリンピック、こうした機会が続いていくわけでありますの

で、東京のみならず地方においても、それを機会に継続的にその効果を地域振興につなげ

ていくことが重要かと思います。福井県の例でありますが、本県では、国民体育大会と障

害者スポーツ大会を融合しようと、よく融合とは言うんですけれども、全国初となる取組

みを全国の体育協会あるいは文科省などとも相談しながら今やっております。来年が福井

県の大会でありますが、まず略称といいますか、国体・障スポという略称にしておりまし

て、同じように考えると。それから障害者スポーツ大会の正式競技、車椅子バスケットボ

ールをその前に開く国体の会期中に一緒に開くというやり方をしようと思っております。

それから、国体・障スポの約 1 か月前、夏ごろになると思いますけれども、県民スポーツ

交流期間と設定して、国体スポーツ、デモンストレーションスポーツを障害の有無にかか

わらず、親しむ期間として拡大しようというのが、福井県の一番の狙いであります。両大

会の融合、これがオリパラ、またその後の各県の国体、また違う名前になるかもしれませ

んがやるべきだろうと思います。そして、国体を契機に高まったスポーツ機運、施設整

備・人材を生かして地方が大会を誘致し、開く際に人的支援や財政支援を求めたいと考え

ています。また、地方に住んでおられる選手ですね、練習環境が必ずしも十分じゃないわ

けで、やはりこれも東京、あるいはこうした大学とかそういうところが中心となってしま

います。そこで、地域間の競技力格差を解消するために、日本全体の競技力向上のために

も優秀な指導者を地方に派遣したり、国に持っております強化拠点施設を地方につくるな

ど、日本の代表を目指す地方在住選手の練習環境の向上を求めてまいりたいと思います。

たとえば、山口茜選手というバドミントンの日本のナンバーワンの選手がいます。彼女は

ずっと地元の勝山高校、いまは熊本におりますけれども、地域で育つような、こういう日

本にする必要があるのではないかと思っております。ここにキャラクターが出ております
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が、これはそれこそ今の勝山に恐竜の化石がとれますので、「はぴりゅう」と言うんです

が、両大会の共通のキャラクターが書いてありますので、ご参考に。以上であります。 

 

（三日月滋賀県知事）かわいい恐竜の絵もご紹介ありがとうございました。つづきまして、

三重県さん。お願い致します。 

 

（渡邉三重県副知事）それでは、「地方大学の振興と地方創生の推進」という三重県資料

のパワーポイントをご覧いただければと思います。さきほど、長野県さん愛知県さんから

ご提案いただきました、大学の東京一極集中是正でありますとか、地方大学の充実のため

の支援、まぁ趣旨は同じでございますけれど、違う対応策についてご提案させていただき

たいと思います。1 つは、パワーポイント真ん中の右側でございますけれど、東京に非常

に大学が偏っているということで、東京の大学を地方のサテライトキャンパス設置を促進

していこうという取組が必要ではないかと。それにはそのパワーポイントの真ん中くらい

に紫色になっています、国が大学進学者の収容力の低い県を優先して地方大学にサテライ

トキャンパスを設置するためのマッチング役をやっていただきたい。その中で、それぞれ

の県と東京の大学がうまくコーディネートされながら、地方にもサテライトキャンパスが

設置をされることで、地方の大学と東京の大学の学生の対流とか交流がうまれていくとい

う仕組みになればと思っております。もう 1 点目はですね、この 1 番上の課題、地方大学

というのはそれぞれ地域におけます人材育成、地域産業の振興に非常に貢献いただいてお

りますが、ただそれぞれの取組みには濃淡もございますし、地方創生という点では特に濃

淡があります。そこで外部の力を利用して、大学自身が地域ニーズや特徴に応じた強みを

発揮して学生を惹き付けるとともに大学自身が健全な経営とさらなる教育研究の充実を図

るというのができる大学ガバナンスの強化も必要であるだろうと。そこで、下の左側の、

産学連携によります地方大学の振興のための新たな仕組み。例えばですけれど、国が支援

をいただけないか、具体的に申しますと、大学は地方創生のための大学の果たす役割です

とかプロジェクトですとか大学のガバナンス改革などのそういう計画を作った場合に、地

方版の総合戦略との連携が要りますので、それに対して連携がとれるように、産学官でつ

くります協議会の中で、知事が誘導しながら知事の考え方、地方の考え方を大学の計画に

反映させていただくという仕組みになれば、大学が先行する地方創生の取組みがまさしく

地方にマッチしたものになってくる。そして、それに基づいてやられる事業についてはき

ちっと支援をしていくという仕組みがいるのです。したがって、こういうそれぞれ地方の

意見を大学が地方創生の取組みに反映させる仕組み、なおかつ、それを動かすための支援

こういうことを是非とも国のほうでお考えいただくことが地方大学の振興につながってい

くと思います。以上でございます。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございました。この地方創生に関しましても、多
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岐にわたりまして、6 項目ご提案ございましたが、何かご質問・ご意見等ございますでし

ょうか。石川県知事さん。 

 

（谷本石川県知事）今、長野県、愛知県からも色々と話がございましたが、やっぱり学生

の東京一極集中ですよね、石川県でも 5,400 人毎年卒業して大学進学していますけども、

東京だけ例にとると、やはり 6 割が県外の大学へ進学しています。で、4 割が県内の大学

にとどまると、石川県の場合にはですね。東京の大学に限って言うと、東京の大学に進学

した生徒のうち卒業者で石川県へ U ターンしてくれる、これはこれでいいと思うのですが、

これが 4 割なんですね。残り 6 割は、そのまま首都圏でなんとなく就職してしまう。ここ

まで一生懸命石川県は投資をしてきたのに、一番肝心なところは全部東京に吸い取られて

しまうということになっているので、やはりそうなると大学の進学というところについて

も、何らかの抑制策がそろそろ必要な時期が来とるんではないかと。県内大学は魅力ある

大学にしていくという努力はもちろん、我々はしなければならないと思いますが、その努

力をしてもなおかつ首都圏に生徒が流れていってるという現状があるとすれば、東京への

集中を抑制するような仕組みはそろそろ必要な感じがしますよね。地方がいくら努力して

も、そういう流れができてしまっていれば、なかなか地方の努力だけではいかんともしが

たいところがあると思います。その意味では、国のほうでも検討はされてるようではあり

ますけれども、是非そう言った方向性をきちんと出していただきたいと思います。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。他にございますでしょうか。では、富山県さん。 

 

（山崎富山県副知事）富山県でございます。今ほど石川県知事さんからもご発言ありまし

たけれども、大学の東京一極集中に関してでございます。ご承知の通り、先月中間報告が

出されました、地方大学の振興及び若者雇用に関する有識者会議に私どもの石井知事が有

識者の 1 人として参画しておりましたので、これについて発言しないと帰れなくなります

ので、発言させていただきますけれども。3点ほどございます。 

まず、愛知県・長野県さんから出されているもの、三重県さんから出されているもの。大

村知事さんからも強いお話がございましたけれども、項目については、是非私ども富山県

も、こうしたことで国へ提言していきたい。石井知事のほうも有識者会議にて発言してき

た項目でございます。内容については異論はございませんが、せっかくであれば、2 つを

1 つにして、強いメッセージを中部圏知事会として出すといった方向は考えられないのか

なというのが 1 点目でございます。2 点目につきましては、三重県さんの方からサテライ

トキャンパス設置のご説明で資料ございましたが、インターンシップをからめたお話と受

け止めておりますけれども、「まち・ひと・しごと創生基本方針 2017」の案の中の柱の一

つとしては、若者の雇用機会の創出というのも挙げられております。そこでは、インター

ンシップについても、盛り込まれておりますし、国のほうでも地方創生インターンシップ
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推進会議といったものも設けられまして、インターンシップを進めようということにもな

っておりますので、サテライトキャンパスの言葉出てるんですが、インターンシップとい

う言葉も出るような形の文言にならないかなと思います。最後の 1 点は、今ほど石川県谷

本知事さんからお話ありましたが、強い措置ということで、もともとは平成 14 年に工場

等制限法が廃止されて以降、東京一極集中が大変進んできたということがありますので、

立法措置あるいは法的な枠組みを作るといった言葉も加えてもいいのかなと思います。ご

検討願えればと思います。以上でございます。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。続いて、川勝知事。 

 

（川勝静岡県知事）2 点申し上げます。大学生の東京一極集中についての愛知県さんの統

計ですね、全国一東京に出しているのが静岡県であることがわかる、8,990 人出している

という資料です。それでですね、私ども静岡県はどうしているかといいますと、これは長

野県や色々なところからこの件について問合せがあり、全国知事会でも発表があるわけで

すが、私ども一年半前から、静岡県の学生が行っている大学と就職支援協定を結ぶことに

致しました。例えば、最近ですと、明治学院大学と協定を締結したのですが、これで締結

校は 16 校になりまして、そういう大学が、静岡県からもっと学生さんを欲しいので、静

岡県と協定を結びたいという状況です。私どもは、実は静岡県にこういう仕事がある、こ

ういう魅力があるいう情報を提供します。だいたい、皆様方も高校の時に東京に出て、あ

るいは地元からどこか離れた時に、地元についてどれだけ知っていたのでしょうか。高校

生というのは、学校と自宅とクラブと若干プラスアルファくらいで、地元の経済だとか産

業だとか、広く地元のことを知りません。ですから、大学に入ってはじめて就職のことに

ついて考え始めたときに、自分が今生活しているところで探すということになります。で

すから、皆様方も一緒にそういう形で、県が大学に情報を提供するようにすると、地元に

ついての知識が深まります。それからもちろん地元から流出した青年だけでなく、それ以

外の青年たちも大学のときに遊びに来たりして、ここにしようと 1 つ興味がでてくる可能

性があるわけです。もう 1 つはですね、中部圏では、愛知県さんと静岡県だけだと思うん

ですが、ラグビーワールドカップの機運醸成ということであります。実は先月のはじめに、

どこのチームとまず試合をするかということで、わかっているのはスコットランドとアイ

ルランドであります。スコットランドは皆さんご承知のように、南アフリカ戦で日本が勝

ち、その 3 日後に試合をやらされたわけです。向こうは初戦ですよ。通常 1 週間あけない

といけないんです。負けるのは当たり前です。こんなひどい組み合わせをよくしたなと。

ロンドンでは、日本なんてはじめから負けるものとして、休養時間を与えなかったんです。

そのスコットランドとあたるわけです。それから、全世界 4 位のアイルランドと当たるん

です。ここに勝たないと決勝戦に行けない。そのアイルランドとのテストマッチが、この

中部圏では一回しか行われません。それがこれですね。チラシを入れています。6 月 17 日
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午後 2 時から。名古屋と静岡のあいだにある袋井という所のエコパスタジアムで、皆様を

お待ち申し上げております。それで、この一週間後、味の素スタジアムで試合があるんで

すけど、東京は遠いでしょ？ですから、実際どれくらいの力がアイルランドにあるか。全

世界 4 位と全世界 11 位の日本代表がやるということでですね、是非中部圏として応援し

ていただきたいと思います。以上であります。 

 

（三日月滋賀県知事）熱いご紹介をありがとうございます。このチラシが紹介の PR コー

ナーの中に入っておりますので、ご覧いただければと存じます。その他ございますでしょ

うか。はい。福井県知事さん。 

 

（西川福井県知事）大学の話がありましたけれども、東京の大学の定員を抑制するのは大

事ではありますが、地方にその大学がまた移ってこないと意味がありませんので、そこは

富山副知事あるいは三重県からも色んな提案がありましたので、地方に受け入れられるよ

うな仕組みを作らんといかんと思います。全国に早稲田や慶応の分校ができれば、それで

みんなそこに行くと思いますから、そうはしかし、お店と違うからそうもいけませんが、

いろんな工夫をして、地方に受け入れやすいシステムを提案すると実行性があるのかなと。

福井は、学力・体力日本一と言っていますが、3,000 人出て行ってしまうわけです。あと

4 年後に戻ってくるのは、1,000 人しかありませんから、だから福井県からふるさと納税

提案したんですよ。これはどうもならんということで。ちょっと収支が合わんわけですよ

ね。だからフランチャイズとも言いにくいですけども、そういう仕組みをつくって地方の

子供たちが地元、地元といっても、福井県民が石川県に行っても、石川県民が福井県に行

ってもいいんでしょうが、そういう地方で、ある程度生徒が動くようなスタイルを提案出

来たらと思います。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございます。この項目、長野県さん。失礼致しま

した。 

 

（太田長野県副知事）今、大学のお話がございまして、私ども提案県でございましたので、

私どもの考えと致しましては、先ほどの富山県さんのご意見、石川県さん、福井県さんの

各知事さんのお話を踏まえまして、共同提案であります愛知県さん、それからもう一つの

方の提案であります、三重県さんとも相談致しまして、修文を検討してまたお諮りしたい

と思います。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございます。今まさに私もそれを申し上げようと思った

んですが、今も長野県副知事のほうからお話ございまして、この 8 項目目と 12 項目目は、

非常に東京一極集中を是正するために重要な提案と考えますので、先ほど富山県さんのほ
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うからお話ございました、一本化できないのか、インターンシップの項目はないのか、よ

り強力な立法措置というものを提言できないのか、さらには西川知事の方からございまし

た大学の移転といったようなところも入れられないのかといったところも含めて、もう少

し内容を濃くして、提言内容を修正していただくよう要請したいと存じます。よろしゅう

ございますか。それでは、次の大項目「防災対策の推進」ということで、まずはじめに、

富山県さんのほうからお願い致します。 

 

（山崎富山県副知事）はい。「総合的な流木対策・海岸漂着物・漂流物対策の推進」とい

うことで、継続要望となっておりますが、そもそも平成 16 年台風 23 号あるいは平成 18

年梅雨前線で大雨が降ったということで、大変な流木が流れ、その流木によって海岸ある

いは定置網などが損傷するという大きな被害をもたらしたということで、この提言を続け

てきているというところでございます。18 年度からでございます。こうした取組提言をし

てきたこともあり、国においては森林整備とか流木の捕捉施設の整備等も実施されてまい

りました。また、海岸漂着物あるいは漂流物・海底ごみの回収処理、あるいは発生抑制策

に対する財政措置も講じられてきておりますけれども、まだまだ安全な捕捉施設の開発や

整備など検討が進められきっていない部分もありましたり、あるいは海岸へ流出する前の

河川ごみ、流出してしまうと定置網に穴が開いてしまうということもございますので、海

岸へ流出する前の河川ごみの回収・処理についての支援措置、これがまだなされていない

ということもございますので、今後とも総合的な流木対策を引き続き提言するとともに、

漂着物などの回収に対する財政措置の創設を提言していきたいと思います。以上でござい

ます。 

 

（三日月滋賀県知事）これまた大変重要なご提案ありがとうございます。続きまして、火

山防災対策の強化推進ということで、まずは岐阜県さん。 

 

（神門岐阜県副知事）はい。パワーポイントの資料で、火山防災対策の強化についてでご

ざいます。平成 26 年の御嶽山の噴火災害によりまして、尊い犠牲のもとに明らかになっ

てまいりました課題を洗い出しまして、我々としては緊急に取り組むべき 18 の火山防災

対策ということで推進をしてきてございます。そうした動きと同じ方向性で国の方でもさ

まざまな対策に取り組んでいただいているところでございますが、特にさらに 2 点提言を

させていただきたいということで、提言用紙の 2 でございますが、情報発信の強化という

ことで、特に携帯電話不感地域において、登山者への確実かつ迅速な情報伝達ができるよ

うに、電波通信状況の改善をお願いしたいということ、そして 3 でございますが、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支援等について強く要望して

いきたいと考えております。よろしくお願い致します。 
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（三日月滋賀県知事）はい。続きまして、長野県さん。 

 

（太田長野県副知事）いま岐阜県さんのご説明にもございましたように、3 年前の御嶽山

の噴火災害を踏まえまして、長野県では現在火山防災のあり方を検討する会を立ち上げて

おります。そこでは、登山者、観光客への情報発信、あるいは人材活用を中心とした普及

啓発ということで、本年度、仮称でございますが「御嶽山マイスター制度」という形で、

火山防災を含めまして、地元および登山者、観光客への啓蒙をはかる制度の検討を始めた

ところでございます。加えまして、今年 7 月に地元の木曽町に名古屋大学の御嶽山火山研

究施設が設置されることになりまして、そこに県職員を派遣する他、寄付口座に対しまし

て、年 1,000 万を支援するといった形で、大学や地元町村と連携した火山防災、それから

連絡体制の整備・普及・啓発を行うことにしております。それで、火山防災の普及啓発に

つきましては、とくに市町村の役割が大きいわけでございまして、避難所や避難ルートを

掲載したいわゆる火山防災マップの作成が必要でございますが、財政的な負担も大きいこ

とから、国による財政的支援を強く要望したいと考えております。また、情報発信に関し

ては、岐阜県さんの説明と同じでございます。また、登山者の安全保護対策につきまして

は、私どもは「長野県登山安全条例」というものを作っておりまして、登山計画書の提出

を義務化する等、総合的な安全対策を実施しているところでございますが、これを一層進

めてまいりたいと思います。また、本県では市町村が設置するシェルターに対しまして、

国の補助制度で、現在国 3 分の 1、地元 3 分の 2 でございますが、県が新たに 3 分の 1 を

上乗せ補助をしておりまして、県独自に既存の山小屋等の機能強化についても財政支援を

行っております。こういった機能強化を市町村に促すためにも、国の補助額の増額を要望

したいと考えております。以上でございます。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございました。続きまして、「地震対策等の推進」

につきまして、少し多岐にわたりますが、静岡県さんお願い致します。 

 

（川勝静岡県知事）はい。静岡県からの提案は、毎年継続して提案しているものでござい

ますので、少し長い提案ですので、今回新たに追加した内容を中心にご説明を申し上げま

す。まず 2 の地震津波対策の充実・強化のうち（4）についてであります。道路上の電柱

をなくす無電柱化は、地震等発生時に電柱の倒壊によって道がふさがれますので、そうな

らないように、円滑な救命救急活動や支援物資の輸送の確保に資するものです。本県は、

昨年度末より、緊急輸送路に指定している県管理道路、これが約 1,100ｋｍございますが、

その道路区域内における電柱の新設を禁止することとしました。昨年 12 月に無電柱化の

推進に関する法律が公布・施行されましたが、計画的かつ迅速に無電柱化を推進していけ

るよう、必要な財源の確保と工事コスト縮減につながる技術開発を進めることを求めるも

のであります。次に 4 の避難所運営体制の充実・強化の（2）についてであります。熊本
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地震におきまして、避難所運営の在り方が課題となりました。本県は、熊本県に職員を派

遣し、避難所の実態調査を行いました。この調査結果に基づき、本年度「避難所運営マニ

ュアル」を見直すことに致しました。要配慮者が災害時でも安心して避難生活を送るため

には、福祉避難所の円滑な運営が必要ですので、施設のバリアフリー化や資機材の整備、

人材確保にかかわる財政上の支援を要望するものです。また、次の（3）ですけども、静

岡県内には 7 万人を超える外国人が居住されています。地震に不慣れであることを考慮し、

多言語による情報発信や避難所における通訳の確保、食文化の配慮などが必要となります。

こうした外国人への対応について支援を求めるものです。つぎに最後ですが、6 の原子力

発電所の安全確保及び防災対策の強化のうち（5）でございます。本県は、昨年 3 月に中

部圏知事会の 7 県含む 12 の都府県のご協力をいただき、県外への広域避難をも想定した

「浜岡地域原子力災害広域避難計画」を策定致しました。受け入れてくださいました県に

対しましては、御礼申し上げます。本年 3 月には、計画を修正し、避難先市町村の記載を

行ったところでございます。計画の実効性を高めるためにも国の積極的かつ主体的な関与

を求めていきたいと考えております。以上でございます。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございました。以上、共同提案含めまして、3 項

目、防災対策についてご提言いただきました。全体通じまして、ご質問やご意見等。はい。

石川県知事さん。 

 

（谷本石川県知事）岐阜県、長野県からありました火山防災対策ですけれど、ちょうど私

ども石川県は白山というのが、活火山という認定を受けています。登山届を実際、我々義

務化していなかったんですが、岐阜県さんは先にやられましたので、山頂付近で登山者が

混乱を起こすといけないので、遅ればせながら、今年の 7 月から登山届の義務化を実施す

ることにしました。その中で、この 2 の（2）で、携帯電話の不感地帯ですね、この解消。

あるいはこの登山者にとっては、確実な防災情報を伝達するためには、この携帯電話が通

信できるような状況を実現しないといけないということで、私ども主な登山道では携帯電

話会社 3 社の通信状況を確保したのですが、頂上付近でまだ 1 社しか実現しておりません

ので、あと 2 社にもお願いしてますが、これ国立公園で環境省との協議もですね、また出

てくるということもありますので、このへんはスムーズにこの通信状況を改善できるよう

な手立てはですね、しっかりしていく必要があるんではないかと思います。その意味では、

国の方にしっかり要請していく必要があるのではないかと思います。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございます。その他ございますでしょうか。はい、会長。 

 

（大村愛知県知事）はい。私からは、「15 地震対策等の推進について」ということで、静

岡県さんから提案があったものについて、わたしから申し上げたいと思います。もうこの
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通りだと思いますが、1 点だけ申し上げますと、私ども愛知県では、木曽三川の下流域が、

日本で一番広いゼロメートル地帯と。名古屋から西とですね、岐阜県さん三重県さんも含

めてということでございますが、ここに実に 100 万人の方が住んでおられると、うち 80

万人が愛知県ということでありますし、また製造業の生産額もこのゼロメートル 地帯で

5.6 兆円もあるということで、産業地帯でもございます。したがってここが巨大地震が発

生した場合、東日本大震災の経験でも明らかなんですが、堤防が沈むと、半分くらい沈む

と。でもって、津波が来る前に水が入ってくるとこういう話になりますと、大変大きな被

害を被るわけでございますので、とくに 15 の 2（1）（2）等々について、特にゼロメート

ル地帯におけるこういった河川海岸堤防の強化等々について私どもしっかり取り組んでお

りますけれども、引き続きですね、国のほうにも重点的にその配慮をお願いしたいとまた

強く申し上げていければと思いますので、何卒宜しくお願い致します。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。その他ございますでしょうか。はい、福井県知事さん。 

 

（西川福井県知事）静岡県知事さんにお尋ねしたいですが、電柱を除去するのですか、建

てないということですか。すると別の電柱みたいなものはいりますよね。あれはお金なん

かうまくいくんでしょうか。関心があるんですよ、私も。こういう電柱を作らないとなる

と、違うやり方でお金が余分にかかるのではないかと思うのですが、どうやって解決され

るのかなと思って、いい方法があれば真似したいです。 

 

（川勝静岡県知事）そうですね、お金というのはどちらに重点を置くかということなんで

す。ともかく電柱が倒れると救助ができないということで、新しく電柱を設置するところ

については、設置しない、要するに埋設するという方向ですね。通常の電柱を建てる場合

に比べていくら費用がかかるのかを計算してですね、いずれこれをやっていかなければな

らないので、コスト削減する方法もあるはずですから。無電柱化は、景観にも安全にも資

するということであります。今すぐ答えられなくて申し訳ありません。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。その他ございますか。よろしゅうございますか。それではこ

の項目、この内容で提言するということでよろしゅうございますか。はい、そのように計

らわせていただきます。続いて、少子化対策の推進の項目にいくわけですが、少しここら

で休憩をとらせていただきたいと存じます。10 分間休憩することと致しまして、再開を

15 時 5 分にさせていただきますので、よろしくお願い致します。それでは、休憩といたし

ます。 

 

（休憩） 
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（三日月滋賀県知事）はい、それではですね。そろそろ再開の時間になりましたので始め

させていただきたいと思います。ご準備よろしゅうございますでしょうか。非常に限られ

た時間の会議でございますので、引き続きご協力よろしくお願い致します。再開致します。

それでは少子化対策の推進ということで三重県様からご提言お願い致します。 

 

（渡邉三重県副知事）それでは、「希望が叶う少子化対策」ということで、三重県資料の

パワーポイントをご覧頂きたいと思います。これは、これまでも提言を行ってきた内容で

ございますけれど、そこに改めて追加を頂きたいということで提案をさせていただきます。

パワーポイントの左側、家庭教育の部分でございます。現状にありますように、家庭の現

状として少子化の進行であるとか共働き家庭の増加等々で、非常に子育てに不安を持って

らっしゃる、悩みを持ってらっしゃる保護者の数がどんどん全国で増えてらっしゃいます。

他方で、こういう家庭・家族の非常に多様化をしている中で、また一方で貧困とか虐待と

いった困難な課題がありまして、非常に家庭を取り巻く環境は厳しいものがあります。そ

ういう家庭を支えるという意味で、下の取組みにありますように、地域とか学校等そして

企業、行政などが一体となって、家庭を支える社会環境づくりが求められているんじゃな

いかなと思っております。もう 1 つ、その下に課題ということで書かせていただいたんで

すが、このような家庭を支えるということで、継続的な支援が必要でありますが、現在も

国の制度においては、地域少子化対策重点推進交付金が一定こういう役割を果たしている

んですけれども、現在の交付金では、対象分野は結婚に限定されていたり、子育てについ

ても乳児期が中心となっているので、すごい非常に限定して財源の確保が、特にこういう

家庭を支援するという意味では困難な状況にございます。そこで、ポンチ絵は 1 つの例示

でございますが、出来れば既存のネットワークをこのような形で活用して、家庭を支える

環境づくりを行うために、先ほど申しました地域少子化対策重点推進交付金の支援拡大を

することによって、財源確保をやっていただきたいということでございます。 

2 点目は右側にございます、子供の貧困対策です。これは、子供の貧困対策は、貧困の連

鎖がまさしく子供たちの将来を閉ざしたり、生まれ育った環境によって左右されたりする

と。非常に子供たちの将来に対する暗い影を投げかけております。そこで、今回提案させ

ていただきますのは、特にその中で取組みにあります、生活困窮家庭、ひとり親家庭等で

すね、家庭経済状況に関わらず子供たちが、やっぱり学習する機会を得て、希望する進学

につなげることが非常に重要でありますので、そういう取組みをやります地方自治体への

支援策、財政支援の強化を是非求めてまいりたいと思っています。それからもう 1 つは、

児童養護施設退所児童に対する生活支援でございます。この児童養護施設から自立してい

く子供たち、親や家庭の支援がありませんから、退学したり、転職・離職を繰り返すとい

うようなことがございます。また、こういう子供たちはやっぱり最も頼りになるのは出身

施設であるという事実は間違いございません。そこで、児童養護施設退所後の円滑な自立

を促進するため、施設において入所中から退所後まで一貫した支援を行う職員、こういう



26 

 

のが配置できるということが重要でございますので、その配置に関わる人件費にかかる措

置費等の加算等を見直していただくことで、児童養護施設のアフターケアの機能の強化・

充実図っていただくということを求めてまいりたいと思っております。以上でございます。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございます。共同提案の石川県様。 

 

（谷本石川県知事）はい、三重県さんに全体をまとめていただいておりますので、加える

ことはないのですが、我々も調査をしまして、やっぱり子育て家庭の 6 割が経済的な不安

を感じておられるという結果が出てきています。ですから、我々第 3 子以降の保育料無料

化とか、第 3 子以降の放課後児童クラブの無料化をやってまいりましたけれども、ここに

きて少子化対策の一環でやはり、第 2 子家庭まで踏み込んだ対応をせざるを得ないのでは

ないかということで、資料の 2 ページで、県と市町村単独で、第 2 子の保育料無料化とか

放課後児童クラブの利用料無料化、病児・病後児保育の利用料無料化、こんな取組みを進

めているわけであります。そして、プレミアムパスポートは今まで第 3 子以降ということ

にしていましたけれども、今年の 10 月からこれを第 2 子まで拡大する。これで対象世帯

が 16,000 世帯から 60,000 世帯。これは実は約 2,500 店舗のお店の皆様方に協賛いただい

ておりますが、こういった皆様方にまた負担をかけるということになるので、十分にお互

い協議をして納得していただいた上で、今年の 10 月からスタートするということにしま

した。そういうことをやっているのですが、国の制度が如何せんまだお粗末なので、是非

新たな制度の中で、こういったものにも是非、国の財政支援の充実を図っていくことが大

事ではないか。それは子育て家庭へのアンケートの結果にも答えることになるのではない

かと。そんな思いをしていますので、三重県さんの提案の中にそれも盛り込んでございま

すので、こういったことをしっかり訴えていく必要があるのではないかと思います。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございます。以上 2 県からご提案・ご説明ござい

ましたが、何かこの項目…あ、失礼致しました。 

 

（河村名古屋市長）昨年度も言っても誰もお見えにならないけども、「希望がかなう少子

化対策について」の文案の中にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等と

ありますし、三重県資料にも、左半分の真ん中辺りに家庭があって、SSW・SC ということ

で、企業やなんかと同じように書いてあります。最近、茨城県取手市でまた不幸な事件が

ありましたけども。いつまで繰り返すんだということで、要するにアメリカ型というわけ

でもないけども、学校の先生に 2 種類いるんです。子供のこういう悩みを解決するには、

常勤の専門職がいるんです。日本は名古屋しかありません。一度見に来ていただいて、常

勤のスクールカウンセラー、子ども応援委員会って言いますけど、もうすぐ 100 人になり

ます。大変ですよ。アメリカはトレーニングをちゃんとしたコースがありますけども、名
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古屋は試行錯誤しながら自分のところでやっているんです、ずっと。この 3 年間くらいで、

だいたい 4,000 人も、テイクケアした子供さんの数がなってくるということで、ものすご

いことでね。是非皆さん一度見に来てもらって。文部科学省に聞いてもらうと、名古屋は

フロントランナーだってはっきり言いますから、これは。みんな色々教育委員会の色んな

支配があるからできないんですよ、はっきり言って。名古屋はそれを突っ切ってきたわけ

だ。でも最近はさすがの教育委員会も、やっぱりあれはいいことじゃないかということに

なってきました。大体アメリカだとほぼ半数ですよ、学校の中に教科を教える先生って半

分しかいない。あと半分は子どもの人生を応援しとるわけですわ。大きくなったら何にな

るとか、身体が不自由だからどうだとか、親が離婚したからどうだとか、応援するよって。

そういう専門職を作らないと、もう何年繰り返すんだということですよ。いじめでとか、

貧困もそうですけれど。成績もそうですよね。そういう苦しみを。まぁ、そろそろ見に来

ていただいてもいいんじゃないですか。前言ったけど誰もお見えにならないから。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございます。今日お聞きの事務方の方も含めて、少し現

地視察等々ですね、またご検討いただいて、その際にはよろしくお願いしたいと思います。

この要望項目はこの内容でよろしゅうございますよね。その他何かございますでしょうか。

はい、会長。 

 

（大村愛知県知事）子供の貧困対策についてはですね、三重県さん石川県さんのご提案に

は全く賛成でございます。その中で特に私共は、19-（2）のですね、この学習支援事業に

ついて重点的に取り組んでいこうとしておりますので、これについての財政支援強化とい

うことをですね、また是非皆さんと一緒にしっかりと要望をしていきたいというふうに思

っております。以上です。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございます。その他ございますか。よろしゅうございま

すか。それではこの項目も大変多岐にわたりますが、大変重要な項目でございますので、

以上ご提案頂いた内容で国に届けたいと存じますので、よろしくご協力方お願い致します。 

はい、それでは、「その他」の項目に入ります。以降の提言につきましては、1 項目ずつ審

議をしてまいります。本県、国への提言の 34 ページ、17 番「環境保全型農業直接支払交

付金」につきましては本県からご提案を申し上げます。 

ここにも記載の通り、平成 27 年度から、法律に基づいて環境保全型農業直接支払交付金

というものが措置されているんですが、昨年度全国の要望額が国の予算額を上回ってしま

い、交付単価が減額され、当初農家にお約束していた額を払おうと思うと、それぞれ自治

体が負担をするか、農家の方に我慢をしていただくかということで、本県の場合は泣く泣

く自治体で負担をするということになりました。法定の交付金がきちんと支払われないと

いうことは、こういった環境保全型の農業を継続・充実させるためには大変阻害要因にな
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るということで、以下 3 項目提案させていただきました。なにより生産者が安心して取り

組める安定的な制度運営を図ること。また来年度以降、今年度もそうなんですけれども、

十分な予算確保を図ること。また、制度に賛同し生産者や自治体が取組む場合には、足り

ない場合はその追加配分等を国の責任においてしっかりと行うよう要望するものでござい

ます。是非皆様方のご賛同方よろしくお願い致します。 

 

はい、この点につきまして何かそれぞれの県・市様からご意見等ございますでしょうか。

よろしゅうございますか。それでは記載の内容で提案をさせていただくことと致します。 

続きまして 35ページ、静岡県さんの方からご提案をお願い致します。 

 

（川勝静岡県知事）静岡県からは「重度障害者、重度障害児に対する支援について」でご

ざいます。現在、全国すべての地方公共団体が重度障害者、重度障害児の医療費助成を行

っています。対象者や受給者負担金、所得制限など、助成制度の内容は地域によって様々

ですが、医療に関わるセーフティネットとして必要不可欠なものです。こうしたことから、

国による全国一律の助成を行うことが、本来のあるべき姿であり、国にそうした助成制度

の創設を求めるものです。現在、国は地方公共団体がいわゆる現物給付方式による医療助

成を行った場合、国民健康保険の国庫負担金を減額調整するという措置を行っています。

これは市町村の会計を圧迫する事態を招いています。この国庫負担減額調整措置につきま

して、未就学児を対象とした医療費助成は、平成 30 年 4 月から地方公共団体が現物給付

を行っても、減額調整措置を行わないという方針を昨年 12 月に国がお示しになりました。

地方からの声が国を動かしたものでございます。子供の医療費助成と同様、重度障害者・

重度障害児の医療費助成についても、国民健康保険の国庫負担減額調整措置を早急に廃止

するように求めるものであります。以上です。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございます。この項目につきまして、何かご意

見・ご質問等はございますでしょうか。よろしゅうございますか。はい、それでは記載の

内容で提言とさせていただきます。それでは最後ですね、19 項目目「農林業の課題」につ

きまして石川県さん。 

 

（谷本石川県知事）最後ですが、「農林業の他産業と連携した収益向上に向けた研究開発」

について少しお話をさせていただきたいと思います。お手元の資料がございますが、その

1 ページに、農業・林業が置かれている状況は厳しいというのはご承知の通りであります

けれども、従来の経験に頼った手法だけではなしに、他産業、特に製造業の新たな発想を

取り入れて、これの成長産業化を図ることが今大事じゃないかと思います。石川県は「コ

マツ」とか「東レ」とか「トヨタ」、こういったものづくり企業の皆さん方も、実は農林

業に大変関心をお持ちでございまして、こういった企業のノウハウを是非取り入れるべき
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だという形で、具体的な提案をいただいています。コストの低減、高収益化に向けた石川

型の収益向上モデルづくりの取組みを我々進めてまいりました。そこに挙がっております

ように、例えば、農業ではコマツの多機能型ブルドーザーを水稲生産に導入するというこ

とで、これまでですと、トラクターで水田を耕し、田植え機で稲を植える、この複数の作

業をそれぞれの機械でやっていたのですが、それをブルドーザーにアタッチメントを取り

換えることで、1 台のブルドーザーで、全部それをやるということで、農業試験場レベル

ですけど、生産コストを 4 割削減するという取組みに成功したということがございまして、

今年からは現地で実証をさらに行うことにしています。そして、コマツのトマトですけど

も、これも実は春と秋だけ収穫していたんですね、コマツの方から「夏はなんでこのトマ

ト生産しないの？」って、「夏は冷房代高くつくからコストが合わない。」「じゃあ安く冷

房するような工夫すればいいじゃないか」と。そんなことは今まで考えもしなかった。そ

れもコマツで、地下水を活用した低廉な冷房装置と、東レの遮熱シートというものがある

んですね。これは、熱は通さないけど光は通す、だから光合成はできるという。こういう

仕組みを上手く活用すれば低廉な投資で、収量を 5 割増産することができたと。こういっ

た工夫を農業林業の分野でもやっぱり必要なんじゃないかと。コマツさんに言わせると、

まだまだ農業林業はそういった面でのコスト改善の余地が多分にあると。そういうところ

を工夫していけば、まだまだ農業林業は成長していけるのではないかと、そうおっしゃっ

ておりまして、林業についても 2 ページ目ですけども、コマツの ICT 技術を活用すれば、

林業の生産コストも 25％削減出来る。これはドローンを使って、今まで森林調査は作業員

が中に入って、目分量で木の材積を測っていたんですが、ドローンを飛ばしてやると、木

の高さから、木の材積から、どの木を切ればいいのかということが一目瞭然でわかるんで

す。そして、切った丸太の材積も、測定器を使えば自動的に測れる。今まで人間が全部や

っていた。そういうことをやれば、生産コスト 25%削減できる。となれば、今、山のオー

ナーが木材価格が低迷しているから、木の切り出しを認めないわけですよね。木が伐期を

迎えていても、山のオーナーさんは儲からないから木を切らない。生産コストを削減した

分を山のオーナーに還元してあげれば、収益があるから山のオーナーは木を切るというこ

とを決断すると。そういうふうに全部仕向けていかないといけないんじゃないか。そうい

う中で、そういった研究開発・技術開発に対する国の支援制度を見てみると、経産省のこ

ういった中小企業に対する支援制度について、本県企業も活用できる予算枠として 1,200

億あります。ところが農林水産省は 200 億しかない。どちらかというと圃場整備とか農業

機械の購入とかそういったところの補助は手厚いけれども、こういった農業試験場の研究

開発・技術開発に対する支援が非常に手薄だと。こういったところに、やっぱりもっと支

援を充実すべきじゃないか。ということを製造業の皆さん方はおっしゃっています。コマ

ツとか東レ、トヨタの皆さん方は。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございます。この点も大変重要な課題で、またある意味
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で大きな夢がある提案だったと思いますが、何かご質問・ご意見ございますでしょうか。

よろしゅうございますか。はい、それではこの項目もこの内容で、提言をさせていただく

ことと致します。 

 

以上でですね、ご提案頂きました提言の内容について全て審議が終了致しました。この 19

項目の提言につきまして、今後ご意見を踏まえた最終調整を行いまして、中部圏知事会と

して国へ提言してまいりたいと存じますので、よろしくお願いを致します。それでは全体

通しまして、その他何かご意見等ございますでしょうか。 

 

あの 1 点ですね、この間の審議を受けまして、座長の方からご提案をさせていただきたい

んですが、最初の項目で、ご提起がございました北陸・中京新幹線につきましては、「し

らさぎ」の課題等々、また他の基本計画路線から整備計画路線に上げていく課題。当然の

ことながら、北陸新幹線を早期に整備・開通させるということを前提とした取組みではご

ざいますが、可能性のある中京圏と北陸圏等ですね、米原等経由してつないでいくという

ことについては大変中部圏にとっても重要な課題ではなかろうかと。また、様々なものを

見ながら、機を逸せずに取組みを行っていく必要があるだろうということから、関連致し

ます福井県・滋賀県・岐阜県・愛知県による、これは事務方による協議会・調整会議等を

立ち上げて検討してはどうかというようなことを今、休憩中・議論中に調整させていただ

いたところでございますが、このことをお諮りしたいと存じますが、いかがでしょうか。

会長の方から何か、よろしゅうございますか。…はい、それでは石川県さん、また名古屋

市さんにも加入を頂いて関係する県・市で早急に検討させていただきたいと存じますので。 

 

（谷本石川県知事）もう一度意思を正式に確認された方がいいんじゃないですかね。もち

ろん、そういう方向なんですけど、もう一度きちんと文章で、今までこういう中京新幹線

についての事務的なものも含めて議論すら全然したことがありませんから、もう一度きち

んと文章で、どういう趣旨でこういうことをやるのかということを、きちんと整理をして

いただいて、やられた方がいいんじゃないですかね。 

 

（西川福井県知事）そうですね。仕事の順番と時間のスパンがありますので、戦略を上手

く位置づけてやるということが大事だと思います。よろしくお願いします。 

 

（三日月滋賀県知事）岐阜県さん、よろしゅうございますか？ 

 

（神門岐阜県副知事）賛成でございますが、どういうやり方でやっていくのか等、詳細に

また打合せをさせていただければと思います、よろしくお願いします。 
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（三日月滋賀県知事）はい、じゃあ詳細つめてまた確認をした上で、行動を開始するとい

うことで検討させていただきたいと思いますので、よろしくご協力方お願いを致します。

はい。 

 

内容等確認した上で、それぞれの市・県のご参加等のご意向等も確認した上でスタートさ

せるということとさせていただきたいと存じます。はい、その他何かございますでしょう

か。よろしゅうございますか。それではですね、予定した時間の少し前に、この項目を終

わることができましたので、せっかくの機会でございます。沢山資料もお持ちいただきま

したので、それぞれの県・市様からですね、おおむね 1 分程度で PR を頂きたいと思いま

す。順番に参りましょう。富山県様から。 

 

（２）その他 各県ＰＲ事項 

 

（山崎富山県副知事）ありがとうございます。お手元の方に小さなリーフレット 2 つある

かと思いますが、県の美術館が移転、改築するということでございます。これまで近代美

術館ということで、ピカソとかミロとか、色々20 世紀の名画等々所蔵しているわけですけ

れども、新幹線の駅でもあります富山駅の北側、環水公園という昔の運河のまわりを公園

にしたところでございますが、そこに新たに立地致しております。実はまだ一部開館でご

ざいまして、絵画等は展示しておりませんが、3/25 に一部開館して以来大体 60 日くらい

で 258,000 人来ていただいたと。まだ実は美術館になっていないんですが、立山連峰など

もよく見える大変ロケーションのいい所でございます。8/26 に全面開館を致しまして、開

館記念展などを準備致しておりますので、是非中部圏各県からおいでいただきたいと思っ

ております。よろしくお願い致します。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございます。続いて石川県さん。 

 

（谷本石川県知事）先ほどご案内しました金沢港発着クルーズですね。4 月からスタート

しまして、10 月の中旬まで、32 便、それにプラス 12 隻は立寄り型ですか。朝来て夕方出

ていくという。そういうクルーズも入ってまいりますので、是非お楽しみをいただきたい

と思います。金沢港に来ました時は、そこからバスツアーが出てまして、黒部のアルペン

ルートとか白川郷とか永平寺などにも、足を運んでおられることがありますので、北陸や

飛騨観光の、今のところ「海の玄関口」、そんな役割も果たしておりますので、是非一度 5

泊 6 日ですから、休暇をとって、奥様と御一緒に乗られれば奥様は大変満足されるんじゃ

ないかと思いますが。5 日間ご主人は耐えるってことになるのか、辛抱するってことにな

るのかわかりませんが、夜はテレビも入りませんので、二人きりで十分にお話し合いがで

きるというですね、そういうチャンスもございますので、是非ご利用いただければと思い
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ます。それから、今年は白山が開山して 1,300 年ということで、岐阜県・福井県と共同で

ガイドブックも作っておりますので、またご覧を頂いて足をお運び頂ければと、このよう

に思います。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございます。続きまして、福井県さんお願い致します。 

 

（西川福井県知事）福井県は恐竜博物館の、夏休みから秋にかけての特別展ですね、お孫

さんの方とお子さんの方がいらっしゃるような感じもしますが、是非お誘いをしていただ

きたいと思います。それから教育博物館が、この 4 月に、ちょっと 1 枚紙で出来ておりま

すが、これは教育研究所を移設してその横に作ったんですが、先ほど学力体力日本一とい

うことでしたが、毎年 3,000 人くらいの学校の先生が全国から見学されるんですが、色々

現場を見て話を聞くんだけど、なんで学力体力が高くなるのかようわからんという方が多

いんです。なんか隠してるんじゃないかということをおっしゃるもんだから、よくわかる

ように博物館を作って、是非見てほしいということでありまして、歴史、あるいは代表的

な教育者・教材、あらゆる昔の様子など資料で作っておりますので、是非それぞれの県に

おいて学力・体力を上げたいというお気持ちございましたら、ご見学いただければとこん

なふうに思います。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございました。つづいて、長野県さん。 

 

（太田長野県副知事）はい。お手元に「信州ディスティネーションキャンペーン」の冊子、

それから「信州ナビ」というチラシが入っております。本県で、本年 7 月から 3 か月間、

JR グループと県内の自治体等が一体になりまして、大型観光キャンペーンである「信州デ

ィスティネーションキャンペーン」を実施致します。キャッチフレーズは、扉にございま

す「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」ということでございまして、信州・長野県

の強みであります山岳・高原を生かした、「圧倒的な自然があなたの人生を変える」とい

う少々大胆なコンセプトのもと、癒し・アウトドア・歴史文化・食の 4 つのテーマで、信

州の魅力の発信をしております。観光客の皆様を花で歓迎する県民参加型のおもてなしで

すとか、特別な体験を楽しんでいただくワイントレイン、実は今、各種品評会では、長野

県のワインが大体日本一でございますので、是非ご賞味いただければと思っております。

それからもう 1 枚のチラシでございますが、県内の交通機関の乗換案内、長野県は非常に

広くて、新幹線で長野駅に着いたり、中央線で松本駅に着いたときに、その後どのように

行くかよくわからないということがずいぶんありまして、そこでスマホ用の無料アプリケ

ーション「信州ナビ」、これを民間企業とタイアップして無料配信を始めましたので、是

非ダウンロードしていただき、信州を訪れた際には、ご利用いただければと思います。各

界の皆様方に、この夏は信州・長野県で、キャッチフレーズ「あなたの人生を変える旅」
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というものがありますので、楽しんでいただければと思います。よろしくお願い申し上げ

ます。ありがとうございました。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございました。つづいて岐阜県さん。 

 

（神門岐阜県副知事）はい。左肩に赤い字で「土と炎の国際交流」と書いたパンフレット

があると思いますが、岐阜県では 3 年に１度、「国際陶磁器フェスティバル美濃」を開催

しておりまして、本年が開催年でございます。9 月 15 日に多治見市にございます、セラミ

ックパークＭＩＮＯにて開幕を致します。その主要な行事でございます「国際陶磁器展」

には 60 の国と地域から約 2,500 点の作品の応募がございまして、厳正に審査を致しまし

て、約 150 点の作品を一堂に展示したいというふうに考えております。またパンフレット

にもありますように、多彩な陶磁器関連のイベントも開催致します。10 月 22 日までの 38

日間の長期にわたって開催をしておりますので、多くの皆様のご来場をお待ちしておりま

す。よろしくお願いします。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございます。つづいて静岡県さん 

 

（川勝静岡県知事）ありがとうございます。先ほど駿河湾が「世界で最も美しい湾クラブ」

に加盟したという話を致しまして、それに関わる資料をここに入れております。またラグ

ビー日本代表×アイルランド代表戦についても申し上げましたけれども、6 月 17 日午後 2

時から、まだ若干の空席がございますので、どうぞよろしくお願いします。それから、滋

賀県と一緒に戦国女城主井伊直虎のパンフレットを作りましたので是非ご覧くださいませ。

また、浜松市で、3 年に１回の「第 8 回静岡国際オペラコンクール」というのが、この 11

月 11 日～19 日開かれます。今やこのオペラコンクール、国際的になってまいりまして、

この琵琶湖のホールでも一度トップの方が演奏されたこともあったということでございま

す。以上でございます。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございます。井伊家ゆかりの彦根城も今年 410 年祭を開

催しておりますので、併せてお知らせ致します。ありがとうございました。続きまして愛

知県さんお願い致します。 

 

（大村愛知県知事）先ほども冒頭申し上げましたが、「あいち発明の夏 2017」、今年は先ほ

ど申し上げた「ロボカップ」、「世界青少年発明工夫展」などもありますので、7 月 8 月は

「あいち発明の夏 2017」と称しまして盛り上げていきたい。ものづくり発明ですね、そう

いったことをしっかりアピールしていきたいと思います。その中で 7 月 28 日（金）金城

ふ頭ポートメッセなごやにおきまして、愛知の発明の日記念講演会、メインが豊田章一郎
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名誉会長の講演、それから東京大学のですね、日本知財学会の渡部会長の講演といったこ

とで、硬いイベントでございますが、是非ですね、多くの皆様にお越しいただければと思

います。以上です。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございました。つづいて三重県さん、お願い致します。 

 

（渡邉三重県副知事）すいません。「伊勢志摩サミット記念館」でございます。お手元に

小さなパンフレットをお配りさせていただきました。伊勢志摩サミットにつきましては、

この各県・市におかれましては、大変お世話になったサミットでございますけれども、ち

ょうど 1 年になります、5 月 26 日にサミット会場になりました志摩観光ホテルの最寄り、

近鉄賢島駅の 2 階に伊勢志摩サミット記念館「サミエール」、「サミエール」というのは、

「サミット」、「三重」、「見える」と 3 つの文字をかけたものでございまして、オープンさ

せていただきました。開いていただきますと、首脳会議で使われました尾鷲ヒノキの円卓

と椅子。それぞれ首脳が記しました芳名帳。それからパネル映像による説明とか、マルチ

モニターでクイズなど楽しんでいただきながら、動的要素も入れ、サミットを体感いただ

けると思っております。あわせてカフェも併設しておりまして、サミットで提供されまし

た日本酒でありますとか、サミットにちなんだオリジナルメニューも楽しんでいただける

ようになっております。年中無休で無料でございます。是非賢島にお越しの際はお寄りい

ただければと思っております。以上でございます。 

 

（三日月滋賀県知事）ありがとうございます。開催県の滋賀県は少し飛ばしまして、名古

屋市さんお願い致します。 

 

（河村名古屋市長）まずは愛知県からありましたけども、ロボカップというのは 7 月 27

日から 30 日です。これは自走式のロボットによるサッカーの試合をやるということでご

ざいます。このご案内と、それから名古屋城の木造化が出来ましてですね、これからです

が、あと 5 年ということでございますが、図面があるのでは日本で唯一と、世界で唯一と

いうことでございますので。三日月さんおっしゃってましたが、滋賀県にも城がたくさん

あるらしいので、他の市を聞いていると名古屋がまず木造をやってですね、それを見て図

面がない場合は大変問題になりますけど、考えたいというのもありますんで。是非インタ

ーネットで「竹中工務店 名古屋城 CG」と入れていただきますと、竹中工務店が製作し

た 3 分半くらいの動画があります。400 年前の徳川家康が上った名古屋城がそのまま出て

きますので、是非一度見ていただきたい。これは資料は入ってませんけど、先ほどちょっ

と言ってましたが、ここは信長が比叡山を全部滅ぼして、なおかつ安土を作ったというこ

とがあります。450 年前ですが、信長桶狭間の記録が全部残っておりますので、「人生大逆

転街道」ということで、四国の八十八か所みたいにですね、どこ通ったか、3 説あるんで
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すけど、復元しますので、人生に疲れたら来て頂戴、ということでございます。 

 

（三日月滋賀県知事）はい。ありがとうございました。なお、比叡山は滅ぼされたわけで

はありませんので。（笑い）焼き討ちはされましたけれども、その点お忘れなきようによ

ろしくお願い致します。 

最後、滋賀県からの PR ですけれども、この「水の文化ぐるっと博」、一昨年、「日本遺産

に琵琶湖とその水辺景観 祈りと暮らしの水遺産」ということで認定をされました。今ま

さに話題になりました比叡山延暦寺はじめですね、このゆかりの地が滋賀県琵琶湖一周ぐ

るっと観ていただけるという、この博覧会をですね、観光キャンペーンとしてこの 10 月

から開催致します。開会は 10 月 7 日比叡山延暦寺で開催致しますので、またご参加の方

よろしくお願い致します。以上、すみません。駆け足でそれぞれ PR をいただきましたが、

なにか言い漏れ等々ありましたら。よろしゅうございますか。はい。それでは、以上、予

定された次第はこれで終了でございまして、私の座長の任を解かせていただきたいと存じ

ます。大変不慣れな座長の中、進行にご協力いただきましたこと感謝申し上げて終わらせ

ていただきます。どうもありがとうございました。 

 

（３）次回開催県挨拶 

 

（愛知県政策企画局長）どうもありがとうございました。ここでですね、第 108 回開催と

なります次回知事会議の開催でございますが、申し合わせにより石川県にお願いすること

となっております。それでは恐縮ですけれども、石川県の谷本知事から一言ご挨拶をお願

い致します。 

 

（谷本石川県知事）今ご案内ございましたように、秋の会議は石川県で開催させていただ

くことになりました。ちょうど新幹線が開業して三年目の半ばということでございますの

で、一つ開業効果がどういうものかということを、皆さん方の目でまた確認をしていただ

ければと、このように思う次第でございます。お待ちを致しております。どうぞよろしく

お願い致します。 

 

６ 閉会 

 

（愛知県政策企画局長）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ますので、しばらくそのままお待ちいただけますでしょうか。よろ

しくお願いします。 

 

（滋賀県総合政策部長） 
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それでは準備が整い、次第記者会見をさせていただきますが、その前にですね、出席者の

皆さん全員で写真を撮らせていただきたいと思いますので、この前の方に。 

 

――――写真撮影―――― 

 

 


