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第 108 回中部圏知事会議 

2018 年 6月 11 日（月）13:50～16:00 

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館「オリエンテーションルーム」 

 

１ 開会 

（愛知県政策企画局長）それではただいまから、「第 108 回中部圏知事会議」を開催させて

いただきます。会議に先立ちまして、報道関係者の皆さまにお願いを申し上げます。知事席

周辺での撮影は、座長が選出されるまでの間といたします。以降の撮影は報道席からお願い

いたします。本日の出席者でございますが、西川福井県知事、古田岐阜県知事、川勝静岡県

知事、大村愛知県知事、河村名古屋市長、山崎富山県副知事、竹中石川県副知事、太田長野

県副知事、西嶋滋賀県副知事のご出席となっております。なお鈴木三重県知事におかれまし

ては、公務のためご欠席でございます。 

 それでは開会に当たりまして、中部圏知事会会長の大村愛知県知事からごあいさつをお

願いいたします。 

 

２ 会長挨拶 

（大村愛知県知事）はい、皆さん、こんにちは。愛知県知事の大村秀章です。中部圏知事会

会長を仰せ付かっております。一言開会に、冒頭、ごあいさつをさせていただきます。古田

知事さんはじめ岐阜県の皆さまには、本日の会議の準備と、行き届いたこのおもてなしでお

迎えいただいたことに、心から感謝申し上げたいと存じます。お昼のフレンチも大変おいし

かったのですが、この岐阜かかみがはら航空宇宙博物館、今年 3月 24 日リニューアルオー

プンという、新装になった博物館をご案内いただきまして、本当にありがとうございました。 

 私も何年か前、こちらにお伺いしましたが、そのときのイメージが残っているものですか

ら、だいぶ広くなったなということと、だいぶ動線もすっきりされて、すごく素晴らしい博

物館だなと思って拝見をいたしました。8割ぐらい大きくなったんですか、確か。素晴らし

い博物館を拝見いたしました。また引き続き、大いにご発展されることをご祈念申し上げた

いと思いますし、また私ども、県営名古屋空港内に、昨年の 11月 30 日にあいち航空ミュー

ジアムをオープンいたしました。私どものあいち航空ミュージアムと、こちらの岐阜かかみ

がはら航空宇宙博物館さんとで、セット券を販売させていただいておりまして、うちが 1000

円でこちらが 800 円で、1800 円が 1400 円になるということで、だいぶお値打ちになります

ので、ぜひまた多くの方にご利用いただければありがたいかなというふうに思います。 

 なお、ちょっとだけ申し上げますと、こちらに、各務原に陸軍の飛行場ができたのが、1917

年で 101 年前、そこに合わせて名古屋に三菱内燃機関だとか、愛知時計だとかそういった、

そしてこちらに川崎造船ですか、当時は。といった飛行機関係産業が集積して、そして戦闘

機を造ると、輸送機を造るということで、日本の航空・飛行機産業が発展してきたという歴
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史の事実がございます。ひも解きますと戦前に、日本は全部で飛行機を 10 万機造ったと。

それは大体昭和 5、6年以降、十何年間の間にでございますが、終戦時、飛行機産業に携わ

っている従業員が 150 万人いたと。要は日本最大の産業が飛行機産業だったと。それを終戦

で解体を余儀なくされたという歴史がございます。10 万機のうち 1 万機がゼロ戦でありま

して、いかに軍が力を入れたかということではなかったかと思います。 

 そういった歴史の中で、今、私の愛知県と、そして岐阜県さんをはじめ中部 5県で、航空

宇宙産業のクラスター特区で今、盛り上げさせていただいております。また引き続き、関係

の皆さんと一緒になって、日本の航空宇宙産業の中心であるこの地域をさらに盛り上げて

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、この中部圏知事会議は、昭和 36 年の設立から 57 年にわたりまして活動を続けて

おりまして、9 県 1 市が連携をして、さまざまな提言を行っております。平成 20 年の東海

北陸自動車道の全線開通、平成 27 年の北陸新幹線の金沢までの開業、そして平成 28 年の

新東名高速道路の豊田東ジャンクションから御殿場ジャンクションまで繋がるなど、着実

な交通インフラ整備に結び付けることができたというふうに思っております。 

 また、いろいろご意見もありますが、リニア中央新幹線の話が進んでおりますし、また北

陸新幹線も敦賀まで 2022 年に開業、さらに大阪まで延伸、さまざまなことが続いていくわ

けでございます。こうしたプロジェクトを図りながら、この中部圏のポテンシャルは、製造

品出荷額は約 100 兆円ということで、わが国の 3 分の 1 を占める産業の一大拠点でござい

ます。また皆さんと一緒に、さらに盛り上げていきたいというふうに思っております。 

 また観光も、昇龍道プロジェクトをご一緒にさせていただいておりまして、平成 24 年か

ら 29年の 5 年間で約 3倍に、外国人のお客さんが 800 万人を超えてずっと伸びているとい

うことでございます。また皆さまと一緒に、しっかりと取り組んでいきたいと思います。 

 なお私、昨日、一昨日と、福島での全国植樹祭に出席してまいりました。福島が今年であ

りまして、天皇皇后両陛下の、今回が最後の大震災の被災地での訪問ということで言われて

おりましたが、来年の全国植樹祭、第 70 回の全国植樹祭が、私ども愛知県の開催というこ

とでございまして、木の地球儀をいただいてまいりました。一昨年が富山県さんで、それか

ら福島、それでわれわれの所に来て、その後が島根県さんに行って、その後、滋賀県さんで

すね。ということでございますので、また何とぞ、来年に向けてしっかりやっていきますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 今日のこの中部圏知事会議が実りの多い会議になりますようにご祈念申し上げて、ごあ

いさつといたします。ありがとうございました。 

 

３ 開催県知事挨拶 

（愛知県政策企画局長）どうもありがとうございました。続きまして、開催県であります岐

阜県の古田知事さんからごあいさつをお願いいたします。 
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（古田岐阜県知事）改めまして、中部県知事会議の開催に当たりまして、一言、ごあいさつ

を申し上げます。お忙しいところ、ようこそ岐阜にお越しいただきまして、地元として心か

ら歓迎申し上げる次第でございます。岐阜県での開催、前回が平成 25 年の 8月の郡上でご

ざいまして、各知事さんがそれぞれの地元の食材をお持ちいただいて、それを郡上のシェフ

にさばいていただいたというので記憶しておりますけども、あれから 5 年ぶりでございま

す。今回はここ各務原市におきまして、ものづくり、とりわけ航空宇宙ということで、新装

になった博物館を見ていただいた次第でございますが、お楽しみいただけましたでしょう

か。 

 この施設は、岐阜県と各務原市の共同で、この 3月 24 日からオープンしたものでござい

ます。当面、大好評でございまして、2 カ月で 15 万人を突破しておりまして、ゴールデン

ウイークのピーク時には、1 日当たり 7700 人おいでになったこともございますし、お土産

も大変好評でございまして、飛燕のプラモデルとか、それからお手元のこのガイドブックで

すね。これが 1500 円で、飛ぶように売れておりまして。こういう博物館でガイドブックが

飛ぶように売れるというのは、やはりおいでになった方々の記憶に残るというか、また来よ

うかということで楽しんでいただいているのではないかと思いますが、ゴールデンウイー

クのときには、1日当たりの売り上げが 300 万円を超えるという日もございました。 

 それからお手元に、このクッキーがございますが、このところ好評でございまして、これ

も売れ行き、今、ナンバー3ぐらいでございます。会議の途中で食していただければと思い

ます。お帰りはぜひ土産物屋に寄っていただいて、お好みのもの、いろいろございますので、

なんでも買っていただければと思います。 

 また先ほど、大村知事もおっしゃいましたが、あいち航空ミュージアムと連携して、相乗

効果を発揮していこうということで、共通入館券、大変好評でございますし、またその他に、

トヨタの自動車館とか、JR 東海のリニア館とか、こういった所と結び付けて、この地域の

産業観光ということで大きな広がりにつなげていければと、そんな思いでございます。 

 今日は山崎アンバサダーが大変張り切って、皆さま方をお迎えさせていただいたわけで

ございますが、本当に絶好のタイミングでおいでいただきました。光栄でございます。ただ

仕事はこれからでございますので、どうか忌憚のないご議論をいただきまして、中部圏知事

会としての積極的な提言、意見をまとめられたらということでございますので、ご協力のほ

どよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

（愛知県政策企画局長）どうもありがとうございました。本日は開催地・各務原市の浅野市

長さんがお見えになっておりますので、ここで一言、ごあいさつを頂戴したいと思います。 

 

（浅野各務原市長）皆さん、改めましてこんにちは。本日は本当に、ようこそ各務原市にお

越しいただきました。お越しいただき、早速にこの博物館のほうもご見学いただきまして、
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誠にありがとうございました。また見ていただいた感想、あるいはこういった点、もっと良

くしたらといったアドバイスを賜れればというふうに思っております。 

 本日は各務原市、そして岐阜県が誇るこの施設というものを知っていただいたかという

ふうに思いますが、先ほど、ちょっとこちらのほうで話題にもなっておりました、もう一つ

覚えて帰っていただきたいものが、私どもの市の名前であります。非常に読みにくい名前と

いうことで、各務原市民の方々でも、公式に発表している正式名称というのを発言ができる

のが 40 パーセントぐらいでございます。公式に発表しておりますのは『かかみがはら市』

でございます。こののぼりにありますように、『ぎふ・かかみがはら』という呼び名であり

ますけれども、実は県立高校が三つあります。その一つが『かかみはら高校』、そして JRの

駅には『かがみがはら駅』、そして中には『かがみはら』と言う方、そして若い子では『み

っぱら』というふうに呼ばれる方もいるということで、非常に読みにくい名前ではございま

すが、ぜひ今回を機に『かかみがはら市』というふうに覚えていただきたいというふうに思

います。 

 最後になりますけれども、本日の中部県知事会議が有意義に、そして各々の自治体がさら

に飛躍・発展をされますことを願って、私からの歓迎のあいさつとさせていただきたいと思

います。本日は誠に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）どうもありがとうございました。それでは早速でございますが、会

議のほう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

知事に進めていただくこととなっておりますので、岐阜県の古田知事にお願いしたいと存

じます。古田知事さん、どうぞよろしくお願いいたします。なお、ここで報道関係者の皆さ

まへ申し上げます。これ以降の撮影につきましては、報道席からお願いいたします。 

 

５ 議事 

（１）国への提言 

（古田岐阜県知事）それでは慣例に従いまして、座長を務めさせていただきます。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、16 時終了ということでよろしく

ご協力をお願いいたします。それから、私も勝手に脱いじゃいましたけど、よろしければ気

楽に、ジャケットを脱いでリラックスして、自由にやっていただければと思います。 

 さて、早速でございますが、議事に入らせていただきます。初めに議事の 1でございます

が、国への提言案をベースに、これはかなり事務的にも打ち合わせしておりますので、私ら

にとって重要な政策について、それをベースにしながら率直な意見交換ができればと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。カテゴリーごとに、この国への提言の趣旨を

ご説明いただきまして、その上で一括して意見交換を行いたいと思っております。1項目当
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たり 3分程度を目安に、それぞれご説明をいただければと思っております。 

 まず最初のカテゴリーが、インフラ整備の促進ということでございますが、三重県さんの

ご提案の、「リニア中央新幹線の東京・名古屋間の開業効果の最大化と、一日も早い全線開

業の実現」については、特段、昨年度からの変更がございませんので、趣旨説明を省略させ

ていただきます。その上で、まず初めに、「高規格幹線道路ネットワークの整備等について」

ということで、本県のほうからご説明をさせていただきます。お手元に岐阜県資料というも

のもございますが、ご案内のようにこの高規格幹線道路を中心とした広域道路ネットワー

ク、平時、災害時、いずれを取りましても、私どもにとりましては不可欠なものでございま

す。今回、幾つか項目を追加しておりますが、2点、特にご説明を申し上げたいと思ってお

ります。 

 まず 1 点目は、項目番号の 4 の、中京圏の高速道路料金の見直しということでございま

す。三大都市圏の高速道路でございますが、整備された経緯によりまして料金体系がそれぞ

れ異なっておりまして、かつミッシングリンクもあるということで、どうもネットワークと

して十分活用されていないということがございました。首都圏ではこういったことから、平

成 28 年 4 月から、近畿圏では 29 年 6 月からそれぞれ、新たな料金体系が導入されており

ますし、それにのっとって、近畿圏ではネットワークの整備も進められておるということで

ございます。こうした合理的な料金体系の導入というものは、渋滞の緩和でありますとか、

必要な高速道路ネットワーク整備に向けた財源確保でありますとか、あるいはネットワー

クでつながる地域の経済活動、地域間交流の一層の促進ということにつながるものでござ

います。 

 今回の提言では、中京圏におきましても高速道路ネットワークを賢く使うとともに、必要

なネットワーク整備のスピードアップに向けた財源確保のため、早期に高速道路料金の見

直しを求めるということでございます。 

 二つ目は項目番号の 6 でございますが、今年の 3 月に道路法等の改正によりまして、新

たに重要物流道路という制度が創設されております。この道路はその名のとおり、安全かつ

円滑な物流を確保するために重要な道路ネット網を、国土交通大臣が指定し、その上で機能

強化、重点支援をすると、こういうことになっているわけでございます。その背景には、国

際海上コンテナ車が、この 5 年で 1.5 倍に増加しておるということで、通行上のさまざま

な制約があったり、あるいは災害時において、重要な輸送路の復旧が、被災自治体だけでは

迅速にいかないということから設けられております。いったんこの重要物流道路に指定さ

れ構造面で支障のないことが確認された区間については、国際海上コンテナ車が通行する

場合には、他の道路の通行には必要となる特車通行許可が不要になるということでござい

ます。またこの重要物流道路と代替迂回路に指定された道路につきましては、災害復旧につ

いて、国が代行するということが可能になります。 

 ということでございますが、法改正後、まだ具体的にどういった道路が指定されるのか、

基準が明らかになっておりませんし、財政支援の方向も明らかになっていないということ
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でございまして、そういう意味で今回の提言では、重要物流道路の指定に際しては、地方の

意見をしっかりと反映するとともに、機能強化、整備促進に対する適切な財政支援を図るべ

きであるというふうに求めておるところでございます。以上が私のほうからご説明でござ

います。 

 続きまして、「北陸新幹線の早期全線整備」につきまして、福井県の西川知事から提案趣

旨のご説明をお願いいたします。 

 

（西川福井県知事）はい。福井県から説明いたします。今日は岐阜県知事、また各務原の皆

さん、ありがとうございます。いろいろとご案内をいただきました。初代の宇宙飛行士、毛

利さんというのは福井に関係ありまして、福井県に児童科学館というのがあります。その名

誉館長をしていただいておりまして、またチケットがどうだというようなお話がありまし

たが、共通にいろんなことしていただくといいかなと思いましたので、また相談をさせてい

ただこうかなと、ちょっと、ふと思っております。 

 さて今日は、福井県からは、これは地上のお話ですが、新幹線であります。福井県の資料

をご覧ください。北陸新幹線の早期全線整備についてであります。新幹線については 3 年

前、金沢まで開業しております。この冬は大雪でありましたが、途絶えることなく運行して

いるということで、いろんな面で強い高速鉄道であります。敦賀までの開業が 5年を切りま

して、全ての工事が今、進んでおります。今、最盛期を迎えておるわけであります。一番長

いトンネル、新北陸トンネルも、6割ぐらいの掘削が完了いたしております。駅舎は芦原温

泉、福井駅、それから武生、いわゆる南越駅、そして敦賀ということになりまして、それぞ

れ駅舎のデザインなども、今決定をしているところであります。この金沢・敦賀間について

は、4年あまり以内に確実に完了いたしたいと思っております。 

 次に敦賀から先の大阪までにつきましては、敦賀に開業がなされることと間を置くこと

なく、さまざまな調査やアセスメントを行う必要があるわけであります。札幌開業が 2030

年でありますので、その頃までには開業を、関係者と目指してまいりたいと思っております。

さらに北陸と中京圏の課題が、これから出てくると思います。敦賀開業における中京圏との

連携が重要であります。資料を 1 枚おめくりいただきたいと思います。昨年 6 月のこの中

部圏知事会議において、北陸中京圏の鉄道アクセス向上について検討するため、事務レベル

の勉強会の設置をご提案し、ご賛同いただきました。昨年 10 月に関係自治体、富山、石川、

福井、滋賀、岐阜、愛知の 6県と、名古屋市の交通担当課長で構成する検討会を設置し、検

討を進めております。 

 今、申し上げました 2枚目の資料の、真ん中の囲みの左側をご覧いただくと、敦賀駅にお

ける新幹線と特急とのスムーズな乗り継ぎが重要であります。現在新幹線は、金沢まではか

がやきが 1日 10 往復、はくたかが 1日 15 往復あるわけでありますが、一方しらさぎは 1日

16 往復でありまして、数に差がございます。すると新幹線が敦賀に来たときに、名古屋に

サッと行ける調子が、十分でないところがあるわけでありますので、しらさぎの運行本数の
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拡大が必要であります。同時に 2回、敦賀と米原で乗り換える都合がありまして、料金がか

さむという課題があるわけであります。こうした料金問題の解決も必要であるわけであり

ます。引き続きこうした課題の対応などについて、関係自治体と十分に議論をし、アクセス

の向上、また料金などを含めた利便性の向上を図ってまいりたいと思いますので、また事務

担当の皆さまに十分ご指示なり、またご示唆をしていただいて、いろいろな結果が出ますよ

うによろしくお願いいたしたいと思います。以上です。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。続きまして「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効果が発揮できる環境整備の推進」について、滋賀

県の西嶋副知事からお願いいたします。 

 

（西嶋滋賀県副知事）どうもありがとうございます。今ほどの西川福井県知事さんのお話と

深く関連いたします。資料を用意しておりますのでご覧ください。北陸・中京のアクセスに

つきましては、今ほど説明があったとおりでございます。この課題につきましては、福井県

さんの提案に基づきまして、昨年の 9月に北陸・中京鉄道アクセス向上検討会を立ち上げて

いただきまして、本県もその中で参加させていただきまして、検討を進めているところでご

ざいます。北陸・中京アクセスにつきましては、今ほど西川知事さんからもございましたよ

うに、敦賀開業に伴います、北陸新幹線と接続する特急列車とのフリークエンシー、いわゆ

る乗り換え利便性の向上と、特急料金の変更に伴う課題があると認識しておりますことか

ら、特に滋賀県としてもこの提案をさせていただいた次第でございます。 

 若干重複いたしますが、説明いたします。北陸新幹線敦賀開通後でございますが、この資

料の上段のとおりでございまして、金沢・敦賀の新幹線運行が 1 日 46 往復に対しまして、

敦賀・米原間の特急しらさぎの運行が 1日 16 往復ということでございまして、まさに乗り

継ぎ、乗り換え利便性の向上が課題となってございます。敦賀での足止めが発生する恐れが

ございます。また料金的にも課題がございまして、下段のとおりでございますが、特急料金

が北陸新幹線敦賀開業で高くなってしまうと、このようなパターンが生じるということも、

大きな課題でございます。 

 北陸新幹線敦賀開業およびリニア中央新幹線名古屋開業を控えまして、北陸圏から中京

圏への鉄道アクセスの確保というのは、極めて重要であると考えておりまして、鉄道、この

沿線のわれわれ自治体が連携をしまして、JR 西日本さんや JR 東海さんに、アクセス向上の

ための取り組みを検討・推進していくということが大事ではないかと考えます。皆さんとこ

うした課題を共有しながら、解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。続きまして「中部国際空港の 2本目滑走路を

はじめとする、機能強化の早期実現」につきまして、名古屋市の河村市長からお願いいたし
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ます。 

 

（河村名古屋市長）名古屋といいますよりも、この辺の、中部圏ということになりますが、

世間では東京が日本を支えているように見えますけど、圧倒的にこの地域の産業力は大き

いです。愛知県の製造品出荷額が 47 兆円で、神奈川県が 17 兆円、大阪府が 16 兆円です。

静岡県は同じくらいで 16兆円です。愛知県は 47 兆円ですので、やっぱり産業の力を、落と

さないという消極的な意味ではなくて、世界に向けて大々的に打って出るぐらいの気持ち

でないといけません。地域の利益もありますが、国益から考えてよほどやらないといけない

ということになると、当然飛行場はとても重要な要素です。滑走路が 1本ではメンテナンス

時間が足りません。国益として、やっぱり中部地域というのはよほど熱を入れてもいいと思

います。今のところは自動車産業が半分ぐらいですが、その自動車産業も、ご承知のように

大変な、いよいよ技術革新の段階を迎えております。 

そのようなことから、国が地域を指導し、中部国際空港の機能強化、特に 2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が重要です。ビジットジャパン地方連携事

業とインバウンド旅客の増加に向けた施策をはじめとする、航空需要拡大の取り組みを一

層推進すること。急増する訪日外国人の受け入れに適切に対応するため、CIQ 体制の充実・

強化に取り組むこと。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

にしっかりと対応するため、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充実

に取り組むことと。 

いろいろありますけど、本当に日本の産業力を落とさないために、極めて重要だというふ

うに思います。中部のため、日本のために、2本目滑走路造らないといけないということで

ございます。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。続きまして「クルーズ船の受け入れ環境整備

促進」につきまして、石川県の竹中副知事からお願いいたします。 

 

（竹中石川県副知事）よろしくお願いいたします。お手元の資料の 1ページをご覧いただけ

ればと思います。資料の左のグラフにもありますように、近年欧米船社のアジア市場への本

格進出によりまして、日本におけるクルーズ船の寄港数、これは外国船社を中心に増加をい

たしております。そんな動きもありまして、国のほうでは成長戦略の一つの柱に、観光立国

というものを位置付けておりまして、2020 年の訪日外国人旅行者数 4000 万人、そのうち訪

日クルーズ旅客については 500 万人、そんな目標掲げております。 

 私ども金沢港におきましても、北陸新幹線と相まって、いわゆる「レール・アンド・クル

ーズ」、そういったもので首都圏など、広域的な集客が可能となった、そういうことを追い

風にいたしまして、クルーズ見本市への出展でありますとか、船会社の幹部の招聘、そうい

った誘致活動を行ってきました。その結果、寄港数は、平成 23年は 5本だったんですけど
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も、今年は 45本と、ここ数年で一気に増加してきております。さらに乗客の方は、この絵

にもありますけれども、富山県さんの立山黒部アルペンルートでありますとか、あるいは岐

阜県の白川郷、それから福井県さんの永平寺、そういった所にも足を延ばされる方も多くい

らっしゃいます。金沢港は石川県内のみならず、北陸でありますとか、あるいは飛騨観光の

海の玄関口ともなっているんじゃないかなと、そんなふうに思っております。 

 2 枚目を、ご覧いただければと思います。一方で、現在の金沢港でございますけれども、

これはコンテナの上屋が混在していることでありますとか、CIQ のスペースが仮設の対応、

そんなことになっておりまして、こうしたクルーズ船の急増に対応していくには、これは極

めて不十分な状況と言わざるを得ないということであります。クルーズ拠点にふさわしい

港にすべく、機能強化を進めているところでございまして、東京オリパラ前年の 2019 年度、

平成 31年度ですけれども、完成を目指して、金沢港のクルーズターミナルでありますとか、

いろんな整備を今後、本格化していくことといたしております。 

 そんな中にありまして、国においては、昨年度、地方のクルーズ関連施設整備に向けた新

たな補助制度を創設されました。クルーズ旅客の利便性でありますとか、あるいは安全性の

向上を図るための屋根付きの通路であったり、照明設備であったり植栽、そういったものの

整備に対してご支援をいただいております。クルーズ船の誘致に向けました環境整備とい

うのは、国の訪日クルーズ旅客、500 万人構想ですけども、これにも寄与できるんじゃない

かなというふうに、われわれも考えておりまして、地方港湾の実情を踏まえました、補助制

度の十分な予算の確保、それから弾力的な運用など、さらなる支援の強化を、私どもとして

は求めるものでございます。以上でございます。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。以上で、インフラ整備の促進に関する提言に

ついてはご説明いただきました。今のそれぞれのご説明につきまして、ご意見がありますれ

ばお願いいたします。 

 どうぞ、富山県。 

 

（山崎富山県副知事）1番目の高規格幹線道路ネットワーク整備等についてでございますが、

その 1 の中に、暫定 2 車線区間の 4 車線化というものがございます。東海北陸自動車道に

つきましては、全線開通から今年で 10周年ということでございますけれども、依然として

暫定2車線区間がございます。岐阜県さん側から順次、4車線の事業化がされておりますが、

一部、富山県内を含めて事業化がまだなされておりません。富山県内では付加車線を整備し、

実質的な 4 車線化の部分、10 キロメートル程度を整備することとされておりますが、安全

面はもちろん定時性、それから速達性を確保することによりまして、周遊観光ルートとして

の利便性の向上、それから物流の効率化、また大規模災害時における広域支援ルートとして

東海北陸自動車道が機能するためには、ぜひとも 4車線化が必要だと考えております。 

 全線開通 10周年の際には、古田知事さんにもシンポジウムにご出席いただくこととして
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おりますけれども、今後ともしっかりと国に要望してまいりたいと思っておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。はい、滋賀県さん、お願いします。 

 

（西嶋滋賀県副知事）座長、ありがとうございます。2番の北陸新幹線の早期全線整備、福

井県さんからの提案でございます。金沢・敦賀間の 2022 年度末の確実な開業、そしてまた

関西・中京圏との円滑なアクセス向上、そして早期の全線開業およびその実現に必要な財源

の確保について、これにつきまして賛同いたします。文書につきましては、この 3ページか

ら 4ページにかけまして、文案がございます。このとおり、賛同いたしますけれども、この

際 1点だけ、並行在来線につきまして、本県、それから本県が加盟いたします関西広域連合

の考え方について、簡単にご説明させていただきたいと思います。 

 並行在来線の問題でございますけれども、私どもは敦賀・大阪間の整備に伴います並行在

来線は、地形的にも機能的にも存在しないという考え方を、関西では共有いたしております。

先月 22 日の北陸新幹線建設促進同盟会にも、関西広域連合が参加させていただきましたけ

れども、その際、連合の井戸連合長、それから本県の三日月知事も参加させていただきまし

て、同様の要請を申し上げたところでございます。早期の開業のためには、早期の着工が必

要でございまして、そのためには着工条件を整える必要があると、このように考えてござい

ます。簡単ですが、考え方を申し上げました。ありがとうございました。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。どうぞ。 

 

（西川福井県知事）今、新幹線、あるいは道路のお話がありましたが、東京圏に比べて中京

圏については、名古屋、あるいは岐阜を中心に、周辺への道路、あるいは高速、新幹線とい

いますか、こういうものについてのアクセスがかなり弱いと。大阪も同じような傾向がある

のですが、今ほど河村市長もおっしゃったのが、生産量は非常に多いけれども、それをいか

にうまくいろんな面に生かしていくかということになりますと、インフラの整備がまだま

だ弱いところがありますので、お互いに力を合わせながら、例えば岐阜とは冠山峠の道路と

か、今、中部縦貫道を東海北陸と福井県の大野の間で、あと数年で完成すべく努力しており

ますが、そういう日本海・太平洋側との連携など、さらに進めることが重要だと思いますの

で、各知事、あるいは副知事におかれましては、そういうご認識を強くお持ち願いたいなと

思って発言をいたしました。以上です。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。他によろしいでしょうか。 

 

（川勝静岡県知事）ちょっと言いにくいのですけども、今日は三重県の知事さん、ご欠席で
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すけれども、リニア中央新幹線についてですけれども、これは国家的なプロジェクトであり、

大賛成です。ただ静岡県の事情だけご説明をしておきたいと存じます。 

 もともと静岡県を通るルートというのは、突然出てきた感がありまして、静岡県の南アル

プス、この間、ユネスコのエコパークになったわけですけれども、そこのトンネル 10 キロ、

土かぶり 1000 メートル以上の所を掘るという案になりまして、私はもう技術的にこれが可

能であるので、大賛成ということで進めてきたのでありますけれども、最近、非常に深刻な

状態が起こっております。それは水の問題でございまして、大井川の源流が南アルプスです。

この大井川のかなりの部分は、早川という所を通しまして、富士川に、つまり山梨県側に、

水力発電のために上流で取られているんです。そうした、かなり厳しい水量の条件の中で、

静岡県では人口の 5 分の 1 強の方たちが、大井川の水に依拠しておりまして、そのために

20 年をかけまして 600 億円近くをかけて、7450 ヘクタール、7000、8000 ヘクタールの農地

を灌がいいたしました。 

 この水が、水脈が壊れる、あるいは水量が十分に保証されるとは限らないということで、

非常に深刻な問題になっております。一応そのことだけ申し上げておきまして、静岡県には、

リニアが開通いたしますと、既存の新幹線のダイヤが変わりますので、恐らく、よりひかり

やこだまのサービスが増えるというメリットはあるんですけれども、リニアそれ自体のメ

リットは特段ありません。むしろ水の問題でマイナスの影響が出るということを、人口の 5

分の 1、そして 20 年かけて 600 億円の国費を投じてつくり上げた 7500 ヘクタールの農地

が、今危殆に瀕するというような状態になっていることだけをお知らせしておきます。以上

であります。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

（大村愛知県知事）今日は、三重県さん議会ということでございますので、3番目のリニア

について、今、川勝知事からお話がありまして、大変大事なことだと思います。私、リニア

中央新幹線建設促進期成同盟会の会長を仰せ付かっておりまして、先週 6 月 6 日の水曜日

に、東京のほうで沿線 9都府県で、このリニア中央新幹線建設促進期成同盟会の総会を行わ

せていただきまして、今年も東京・名古屋の早期整備と、一日も早い東京・大阪の全線開業

というのを、決議をさせていただきました。 

 ただその折に、やはり地元と十分、十二分に協議を進めていただいて、しっかりと円満・

円滑に進めていただきたいということを申し上げさせていただいております。今、静岡県さ

んの川勝知事さんのご懸念というのは、もっともなことだと思いますので、私どものほうか

らも JR東海さんには、よくよく静岡県さんと十分お話をしていただくようにということは、

申し上げていきたいというふうに思っております。 

 その上で、やはり目標が決められておりますし、3兆円の財政投融資の融資も完了したと

いうふうに聞いておりますので、そういったことをにらみながら、十二分に協議していただ
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いて進めていただくということを、強く JR さんに申し上げていきたいというふうに思って

おります。以上です。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。まだご意見もあるかと思いますが、以上で。あ

と私のほうから 2、3申し上げたいと思いますが、順次、北陸新幹線でいきますと、敦賀延

伸の話がございましたけれど、私ども、今、杉原千畝の人道ルートということで、愛知県・

名古屋と岐阜と、そして金沢、敦賀と、一つのルートとして、人の流れができつつあります

ものですから、そういう観点からも大変関心がございますし、また中京圏、北陸圏への玄関

口としての役割ということで私ども、大いにこの重要性については関心を持って見させて

いただいているということでございます。 

 それから新たな高速鉄道と在来線の連携したネットワークのところでありましたが、前

にもちょっとお話ししましたけれども、富山県知事と一緒に、富山駅と高山駅との間の運行、

特急ひだと、北陸新幹線との連携ということで、JR 東海とはずっと議論をしてきておりま

すが、一昨年、一定のダイヤ見直しがありまして、改善も図られてきております。ただ、ま

だ北陸新幹線の開発効果が十分生かされていない、本数の問題もございまして、この問題は

引き続きやっていきますが、これが来るべき敦賀の接続の問題とつながりますので、そこは、

その辺、情報交換をさせていただきながら、進めていきたいと思っております。 

 それから中部国際空港につきましては賛成でございますが、アクセスという観点で、特に

一宮西港道路につきましては、私どもは大いに関心を持っておりまして、この 7月に同盟会

に参与という格好で加盟させていただきますものですから、よろしくお願いしたいと思っ

ております。 

 それからクルーズ船については、内陸県では初めて、岐阜県がクルーズ活性化会議に加入

させていただいておりまして、実際にもこのところ、白川郷をまじえたツアーが急増してお

りますので、そういう意味でクルーズ船と飛騨の観光ということで、私どもも大いに関心を

持っているということでございます。 

 ということで、提言については特に文言修正は必要なかろうと思っておりますが、今日出

ましたご意見、いわばネットワークがネットワークたらしめるだけの連結、接続、アクセス、

そういったことの重要性について議論がされたということ。それから静岡県知事さんのご

指摘にもありましたように、また愛知県知事さんもお話しされましたように、早期のリニア

の建設ということと、それから地域の納得・理解を得るということと、両方をきちんと見据

えてやっていく必要があるということで、共通認識を得られたということで、このテーマに

ついてここで区切りとさせていただきたいと思います。 

 続きまして、地方創生の推進に関する提言についてお願いいたします。まず「国際・広域

観光の振興」につきまして、富山県の山崎副知事からお願いいたします。 

 

（山崎富山県副知事）それでは国際・広域観光の振興についてでございます。これは従来か
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ら、本県のほうからご提案させていただいているものでございまして、中部圏の魅力を国の

内外に広くアピールしていこうと、そのための支援の拡充などについての要望でございま

す。 

 今年 4月までの累計では、訪日外国人旅行者数は 15パーセント以上伸びて、過去最速で

1000 万人を超えたというような中にありまして、今後、2019 年のラグビーワールドカップ、

あるいは 2020 年の東京オリパラに向けて、日本への関心が高まっておりますので、中部圏

についてもこうした働き掛けを通じて、訪日外国人旅行者の増加を図っていきたいという

ことでございます。 

 特段資料をお配りしておりませんので、国への提言の 10ページ、11 ページでございます

けれども、この中で追加いたしましたのは、11 ページ一番下、5番目にございますように、

国際観光旅客税のことでございます。ご案内のとおり、平成 30年度税制改正で、国際観光

旅客税が創設されたところでございます。全国知事会のスポーツ・文化・観光プロジェクト

チームから提言されていることも踏まえまして、今回は特に、この税収の一定割合を地方に

配分するよう求める文言を追加しております。地方創生の実現に向けた国への財政措置や

制度の創設、改善などに係る事項について、国へ提言することを提案しているところでござ

います。以上でございます。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。次に「世界的なスポーツ大会開催への支援」

につきまして、愛知県の大村知事からお願いします。 

 

（大村愛知県知事）それでは私から、お手元の資料に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。まず世界的なスポーツ大会についての国への提

言ということで、要望書とは若干順序が、2020 年オリンピックとラグビーワールドカップ

で前後しておりますけれども、まずラグビーワールドカップ 2019 につきましては、来年 9

月から 11月ということで、開催ということでございまして、これに対しまして開催機運の

盛り上げ、開催自治体の負担軽減、チームキャンプ地の内定自治体等への支援を求めてまい

ります。ということが 2に書いてございます。 

 そして二つ目の東京オリンピック・パラリンピックにつきましては、開催準備、事前合宿

誘致、聖火リレー実施準備への支援のほか、各地の産品活用や文化プログラムの支援を求め

てまいります。 

 また 2026 年に開催する第 20 回アジア競技大会につきましては、大会を運営する組織委

員会に協力する旨の閣議了解や、各種政府保証の確保等の支援を求めていきたいというふ

うに考えております。この大会はアジア大会、アジア最大のスポーツの祭典でありまして、

広域的、愛知、名古屋を中心に開催いたしますが、やはり各競技会場でご協力いただくとこ

ろが多々あろうかと思いまして、もう個別にお願いに上がっております。 

 例えばホッケー会場は、この隣のホッケー競技場で、この地、ここしかありませんので、
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大変立派な競技場でありますので、またよろしくお願い申し上げたいというふうに思って

おりますし、さまざまな、自転車であればまた静岡県さんの伊豆の所もお借りするというこ

とでありますとか、またサッカーが、サッカーの参加国が非常に多いのと、国際大会をやる

サッカー競技場というのは非常に、スタンドも含めて条件が非常にハードルが高うござい

まして、これは相当広域にお願いをしていかなければいけないということになりますので、

また個別にお願いができればというふうに思っております。 

 また 2ページをお開きいただきたいと思いますが、ラグビーワールドカップ 2019 の状況

ですが、今年 4月には公認キャンプ地として、静岡、愛知、滋賀の 3県内で、9自治体が内

定したということでございます。そして 2020 年オリンピック・パラリンピックにつきまし

ては、事前合宿の誘致でありますとか、産品活用について、それぞれ取り組みが行われてお

りますし、聖火リレーの実施に向けた準備を進められております。第 20回のアジア大会に

つきましても、今年 4月に準備委員会を設立しております。またここにありますように、岐

阜県さん、静岡県さんはじめ、各県さんにもお願いさせていただいているということであり

ます。 

 最後に 3 ページをご覧いただきたいと思います。こうした世界的なスポーツ大会が持つ

集客力、発信力をしっかりと活かしていくということで、また皆さんと一緒に、中部圏全体

の認知度も向上させて盛り上げていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお

願いいたします。以上です。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。続きまして、「国民体育大会・全国障害者ス

ポーツ大会開催への支援」につきまして、滋賀県の西嶋副知事、お願いします。 

 

（西嶋滋賀県副知事）ありがとうございます。提案書では 14 ページのほうに記載されてご

ざいます。国民体育大会・全国障害者スポーツ大会につきましては、福井県さんがまさに本

年度、本年、そして三重県さんが確か 2021 年、そして滋賀県は 2024 年の開催を予定いたし

てございます。これを踏まえまして、提案をさせていただくものでございます。 

 スポーツ基本法におきましては、国は開催地、都道府県等と並んで、両大会の主催者とし

て位置付けられておりまして、開催地都道府県に対して必要な援助を行うものとされてご

ざいます。しかしながら、両大会の開催に当たりましては、施設整備を含む開催経費の大部

分を、開催地都道府県や各競技会場地市町村が負担しているのが現状でございます。また競

技会を開催するための競技用具につきましても、購入、または借用する開催県にとって、大

きな負担となっております。 

 以上のことから、国に対しまして次のような事項を提言させていただきたいと思います。

なお近畿ブロック知事会議におきましても、国に対して同様の提案を行うことを、本県から

提案させていただいてございます。 

まず大会運営費に対する国の支援でございますが、開催地都道府県の負担に対して、十分
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な支援とは言えない状況でございますことから、主催者として応分の負担をしていただけ

るよう、支援の実施を求めるものでございます。施設整備につきましても、既存の支援制度

では上限額の設定や予算額などの問題によりまして、対象事業を厳選しなければならず、そ

れ以外の施設整備については開催地で負担をしなければならない状況でございますことか

ら、各支援制度の拡充、拡大、充実につきまして、あるいはまた支援に必要となる予算の確

保を、同時に求めようとするものでございます。 

 併せまして、地方債の充当率の拡充や、地方債の元利償還金に対する地方交付税措置の充

実により、地方の負担の軽減を求めようとするものでございます。また国体における民間活

力の動員につきましては、公益財団法人日本スポーツ協会が、企業協賛に関するガイドライ

ンを定められまして、協賛の募集活動を行っておられますが、スポーツの成長産業化を図る

国におかれましても、国体におけるスポーツビジネスの推進を後押しするなど、民間資金の

導入を促す取り組みを充実していただくことを求めたいと存じます。 

 最後になりますが、競技用具の購入、借用による開催県の負担軽減のため、東京オリンピ

ック・パラリンピックで整備いたしました競技用具を、国体・全国障害者スポーツ大会で再

利用、活用できるようにすることを求めるものでございます。以上でございます。ありがと

うございました。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。それでは以上の地方創生関連でご意見があり

ましたら、お願いします。 

よろしゅうございますか。私のほうから、アジア競技大会で大村知事からお話がありまし

たが、ホッケーについてはこの各務原市の川崎重工ホッケースタジアムですが、これは東京

オリンピック仕様そのものにしておりますので、さらに会場としては改善されます。それか

らボートは、長良川国際レガッタコースということで、海津のほうでご協力させていただく

ということで、そういう意味で全面的にご一緒にということで、よろしくお願いします。 

 あといかがでしょうか。よろしゅうございますか。そうしましたら要望の提案については、

この原文のままといたしまして、次に移りたいと思います。続きまして防災対策の推進に関

する提言について審議したいと思います。まず「総合的な流木対策及び海岸漂着物・漂流物

対策の推進」につきまして、富山県さん、お願いします。 

 

（山崎富山県副知事）総合的な流木対策等についてでございますが、こちらも従来からご提

案させていただいているところでございます。特に昨年 7 月に発生いたしました九州北部

豪雨、これは過去最大級の流木災害と言われております。人的被害、あるいは家屋の被害な

ど、甚大な被害が生じたことは記憶に新しいところでございます。今後ともこうした流木被

害等に対して、きちっとした対応を求めていくことが必要ではないだろうかと思っており

ます。 

 このため、ダム湖における流木などの安全な捕捉施設と効率的な回収処理方法の開発・整
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備の推進のほか、上流域における流木対策施設整備の推進、また荒廃森林の整備といった総

合的な流木対策について、引き続き提言をいたします。さらに漂着物、漂流物、海底堆積物

の処理に係る補助事業のさらなる充実や、海岸への漂着の未然防止に向けた河川ごみの回

収に対する財政措置の創設について提言するものでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。続きまして、「火山防災対策」につきまして、

本県からご説明させていただきます。このテーマは例年、長野県さんと一緒に共同提案させ

ていただいております。ご案内のように、平成 26年の御嶽山の噴火以来、観測体制の強化

でありますとか、退避壕の設置に関する補助金の拡充とか国に提言してきまして、一定の改

善成果が見られているところでございます。ただ、1 月に本白根山の噴火がございまして、

従来警戒を進めていた場所とは全く違う所から噴火したということで、12 名の死傷者も出

たということで、さらなる観測機器の拡充等の必要性が再認識されておるというのが現状

でございます。 

 そこで、特に二つの項目について強く提案したいと思っております。一つは火山防災対策

の整備の中で、広域的に観測地点、観測機器を設置する必要があるということで、例えば今、

御嶽山は 6カ所に監視カメラがございますが、白山は 1カ所しかないというようなことで、

山によって差がございます。やはり広域的に、満遍なく体制を整備する必要があるのではな

いかと。また火山マップの作成につきましては、財政支援の対象になっておりませんので、

これを対象にしていただきたいということであります。 

 もう一つは登山者の安全確保対策の中で、山中の退避壕が大変重要ではありますが、財政

負担が非常にかかるということで、国の支援の拡充をお願いしたいということでございま

す。なお本県としては、小中学生向けに教材を開発し、火山学習教室といったものをやって

おりますし、また火山ごとに噴火情報、それから危険情報、携帯電話の通話可能エリアなど

を盛り込んだ、携帯版火山防災マップというようなものを作成いたしまして、広く配布をい

たしております。それから届け出につきましては、御嶽山、焼岳、そして白山と条例に義務

付けておるということで、隣接する長野県さん、石川県さんもこれまで情報交換を行ってま

いりまして、それぞれに義務付け条例が施行されておるということで、広域的な体制が今、

整ったところというふうに理解しております。私のほうからは以上でございます。 

 続いて、この件につきまして共同提案されております、長野県の太田副知事さん、お願い

いたします。 

 

（太田長野県副知事）ありがとうございます。お手元の配布した資料の中で、岐阜県さんの

資料の次に、私どもから提出した資料がございます。この地図で見ていただければお分かり

のように、長野県、山に囲まれ、その多くに活火山がございます。とりわけ岐阜県さんとの

間には焼岳、乗鞍岳、そして平成 26 年に大きな噴火がございました御嶽山がございます。



17 

本県ではこの御嶽山の噴火災害を踏まえまして、特に火山防災の普及啓発のため、御嶽山火

山マイスター制度を創設いたしました。火山専門家の下で認定試験を行いまして、御嶽山の

火山マイスターを、今年 8名を認定したところでございます。 

 それから昨年 7月には、地元でございます木曽町の三岳という所に、名古屋大学の御嶽山

の火山研究施設を開所していただきまして、そこに県職員も 1名、派遣しております。ここ

では 1000 万円の財政的支援もやっており、大学と地元の町村との連携した火山防災や、連

絡体制の整備や普及啓発が必要ということで、それを行っているところでございます。それ

から先ほども岐阜県知事からご発言がございました、情報発信、登山者の安全確保でござい

ますけれども、携帯電話の不感地域の解消が課題でございます。こういったものにつきまし

ては財政的な支援、それから技術的な支援が非常に大事ということで、特に要望したいと考

えております。 

 それから安全対策のところでは、これも先ほど言及がございましたけど、本県では市町村

が設置する退避壕、シェルターに対しまして、国庫補助への上乗せ補助制度、国 3 分の 1、

県 3 分の 1 という制度でございますが、これを創設いたしまして、県独自に既存の山小屋

等の機能強化について、財政的支援を行っております。さらなる機能強化を市町村に促すた

めにも、国の補助金の増額を特に強く要望するところでございます。以上でございます。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。続きまして「地震対策等の推進」につきまして、

川勝知事、お願いします。 

 

（川勝静岡県知事）提言を申し上げます前に、平成 25年に郡上に参りましたときに、古田

知事さんからは大変温かい応接をいただきまして、今回もそれに劣らずご配慮もいただき

ました。おもてなしをいただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 それでは本県の提言を申し上げますが、これは 18 ページから 22 ページまで長うござい

ますけれども、これは継続提案でございます。今回新しく追加いたしましたのは、ゴシック

の 2の地震・津波対策の充実・強化のうち、かっこ 1とかっこ 6でございます。この二つに

ついてのみ、ご説明を申し上げます。 

 東海地震への対応を定めた、いわゆる大震法、大規模地震対策特別措置法というものがご

ざいますが、これは地震の直前の予知が可能であるという考えに立っているものでありま

した。予知がされますと、首相が警戒宣言を発令されまして、そしてそれに基づいて地震防

災の応急対策を実施するという仕組みになっていたわけです。しかしながら、昨年の 9月に

中央防災会議のワーキンググループが、現状では警戒宣言の前提となる、確度の高い地震の

うちはできないと、これが前提になりました。そこで不確実な地震予測に基づいた防災対応

を検討しなければならないということになりました。 

 地震の対応は、突発的な地震の発生を想定して、日頃から万全の備えをすることが原則な

のでありますが、地震発生前に何らかの異常な現象を観測し、その情報が提供されれば津波
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到達時間の短い沿岸地域の住民の皆さまがた、お年寄り、子どもなどの要配慮者の避難をあ

らかじめ促すなど、事前の防災対応を行うことが可能となりまして、被害の軽減が図られる

と考えます。このため、国の新しい防災対応の検討におきましては、地方公共団体や事業者

が、不確実な地震予測に基づいて、しかし適切な防災対応を行うことができるように、速や

かにガイドラインを策定するとともに、地震活動の観測評価体制の構築を求めるものであ

ります。 

 ちなみに本県はモデル地域として指定されまして、ガイドラインの策定にも関与してお

ります。この 3月に国が新たに設置なさいました、南海トラフ沿いの異常な現象への防災対

応検討ワーキンググループに、私と高知県の尾崎知事が委員に委嘱せられて、4 月 12 日に

第 1回会合が開かれ、そこに出席いたしました。実は本日、その第 2回会合が現在行われて

おりますが、目下、私の代理として危機管理監が出席しておりますけども、必要に応じ、皆

さまにご情報を提供させていただきます。 

 同じく、もう一つは 2のかっこ 6でございますが、消防団は大規模災害時に、地域防災の

中核的役割を担う機関です。少子高齢化や、団員における被雇用者割合の増加に伴う消防活

動への影響などで、消防団員は年々減少しています。大規模災害団員制度というのは、大規

模災害時に限定して出動する消防団員を確保いたしまして、災害時における人手不足の解

消、基本団員の負担軽減を図ろうとするものであります。消防団活動に協力する事業者への

減税措置は、消防団員が活動しやすい環境の整備や、消防団員の確保につながるものと考え

ます。こうした大規模災害団員制度の導入支援、消防団員の確保等に向けた取り組みへの財

政支援等を求めるものでございます。以上です。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。続きまして、「交通インフラにおける広域的な

雪害対策強化」ということで、西川知事、お願いします。 

 

（西川福井県知事）資料がありますが、交通インフラにおける広域的な雪害対策強化であり

ます。これは石川県ともかなり共通した問題でありますが、今年の 2月の大雪により、地図

に載っております北陸道、それからそれと平行する国直轄管理の国道 8号線が、長時間通行

止めとなり、物流、あるいは人流の大きな停滞がありました。本年 2月のこの大雪では、特

に国道 8 号の石川・福井県境では、約 1500 台の車が、3 日間にわたり雪にうずもれ、石川

県加賀市から福井市まで、約 50 キロの区間が交通不能となりました。これにより物資の流

通、またさまざまな影響が出たわけであります。従って道路、また後ほど鉄道の話を申し上

げますが、幾つかの課題を解決しなければなりません。 

 国交省ではそうしたレポートも出ておりますが、それを含めて申し上げますが、まず一つ

は、ここに書いてございますように、広域的な迂回ルートの形成が必要でありまして、特に

石川・富山・福井だけの問題ではなく、広域的な迂回ルートの議論になりますと、富山県の

小矢部、滋賀県の米原、この辺りからの交通管制がなければ問題が解決できないわけであり
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ますし、冒頭のテーマのインフラの整備、北陸自動車道、東海北陸自動車道、長野自動車道

など、それぞれの整備、また 4車線化など、富山県からお話がありましたが、こうしたこと

が課題になるかと、このように思っております。 

 それから広域的な交通管制による交通分散につきましては、高速道路の、道路株式会社の

除雪機器の機動力の広域的な移動等々の課題がございます。また今回、長野県からは県、ま

た県下の市から、機動力の応援も賜ったところでありまして、改めてお礼を申し上げますと

ともに、こうした大雪は、特定の地域で必ず、いつもそこで起こるというような時代ではな

くて、東京で起こることもあるし、山梨県で起こることもあったり、鳥取県で起こったり、

いろいろありますので、互いに自らの問題として、お互いに応援することが大事だろうと思

います。そして今ほど申し上げました、4車線化などの課題の場所がたくさんございますの

で、連携して進めることが大事だと思います。 

 それから鉄道でありますが、今回 JRについて、北陸本線、特急列車が 5日間、普通列車

は区間によって数日間、終日運休し、中部圏全体の鉄道アクセスに大きな影響を及ぼし、ま

た運休の理由とか、再開見通しに関する情報発信が少なく、利用者から苦情が多かったので

あります。こうしたことから JR においては、公共交通機関としてすぐに止めるというよう

なことはなく、極力運転をするような努力、またさまざまな情報提供について、要請もして

おりますが、強く、関係団体とまた要請したいと、このように思っておるわけであります。

大体以上であります。 

 

（古田岐阜県知事）続いて、共同提案されております石川県の竹中さん、お願いします。 

 

（竹中石川県副知事）今ほど雪害の関係で、福井県の知事さんから、道路、鉄道については

今、お話があったとおりでございますけれども、私どもは、空港を持っておりますので、特

に空港に関して、少し補足をさせていただきたいと思います。 

 小松空港では、2月の大雪で、3日間にわたりまして全便が欠航になりました。多くの欠

航便が発生したということで、観光客、あるいはビジネスなどで大きな支障が出ました。欠

航の原因の多くは、これ、誘導路や、あるいはエプロンの除雪が遅れたことによって、運航

ができなかったこと。そしてこういうことについても、報道とか議会等でも多く取り上げら

れました。小松空港はご承知のように、国管理の空港でございます。国においては除雪等に

最大限の努力をいただいたものと、われわれは認識しておりますけども、今後の大雪に備え

まして、除雪能力の向上を図るなど利便性を確保していただきたいと、利用者の利便性を確

保していただきたいなということで、除雪能力の向上、そんなものをぜひ訴えていきたいな

と思っています。以上です。 

 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。以上で防災対策の推進について、お話をいただ
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きました。流木、火山、地震、雪害と、この地域のさまざまな防災対策について並んでおる

わけでございますが、特に、ご意見はございますでしょうか。 

 それでは、私からちょっと一言。地震・津波対策の中で消防団員の話がございましたけれ

ども、やはり人手不足といいますか、人材不足のこの時代に、少子高齢化の中で、消防団の

マンパワーの確保というのは私ども、非常に重視しておりまして。お話がありました大規模

災害団員もそうでありますが、機能別団員制度を積極的に導入するということで、団員確保

に努めております。 

 それから同時に、機能別の中には、災害支援団とか、女性隊とか学生隊とかあるわけであ

りますが、その他に消防団員の協力事業所に対する思い切った減税制度の導入であります

とか、それから活動環境整備のための財政的支援とか、ちょっと思い切ってやりましたら、

平成 27 年度から平成 29 年度の 3 年間で消防団員が 559 人増えたのです。全国でほとんど

の県が、軒並み消防団員が減っていて、増えている県が本当に数えるほどしかない中で、3

年間で 559 人という突出した姿でございまして、これは政策が相当良かったのかなと思っ

ておりましたら、今年度につきましては、また逆にガクッと減っておりまして。 

 これは高齢者の団員がおやめになった後の補充を若手でやるということが、なかなか難

しいということで、高齢者がこれからどんどんおやめになっていくと、そこのところがその

まま、いろいろな支援をやっても穴になりかねないということで、さらにどういう支援をや

ったらいいのだろうかというようなことで、今、いろいろと検討もし、悩んでいるところで

ございますが。そういうことを含めて、今回のご提案については、私どももご一緒に主張し

ていきたいと、こういうことでございます。 

 他に。はい、どうぞ。 

 

（竹中石川県副知事）海岸漂着物で、ちょっと私のほうから。石川県には能登半島という半

島がございまして、朝鮮半島からのものと思われます木造船が、大量に漂着しました。特に

日本海が荒れる 1月から 4月、全国で、日本海側で 42件の漂着物がありましたけども、能

登半島に着いたのはそのうちの 55パーセントに当たる、23件ございました。 

 30 年度の補助金の締め切りというのもありまして、石川県からも要望していたんですけ

ども、想定を上回る木造船が本県に漂着したということで、国のほうでしっかりと対応して

いただきたいという要望もしたんですけども、国のほうでは昨年 12月に、既存の補助制度

を拡充しまして、北朝鮮からと思われるものについては、実質地方負担ゼロという措置を講

じていただいたということで、国においてはこれからも十分な予算の確保と、補助制度を継

続していただきたいというふうに思っております。海岸漂着物とはちょっと違うかもしれ

ませんけども、特殊なものですから、ぜひわれわれのほうも、国のほうへこれからも要望し

ていきたいと思います。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしゅうございます
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か。それでは要望についてはご提案のとおりとしたいと思います。ちょっとおしております

けれども、ここで 10 分ほど休憩を取らせていただきますので、よろしくお願いいたします。

3 時 21 分までということでございます。 

 

（休憩） 

 

（古田岐阜県知事）それでは審議を再開させていただきますが、よろしゅうございますか。

次に「少子化対策」ということで、石川県の竹中副知事からご提案をお願いします。 

 

（竹中石川県副知事）三重県さんと共同提案しております、「希望がかなう少子化対策」と

いうことでご説明をさせていただきます。本県でも合計特殊出生率 1.8、これの達成に向け

まして、結婚から妊娠・出産、子育て、これまで切れ目のない支援の充実に取り組んできて

おりますけれども、今回結婚支援と、それからワーク・ライフ・バランスの推進に関して提

言したいと思っております。本県の資料をご覧いただければと思います。 

 まず結婚支援でございますけれども、本県が平成 25 年に実施しました県民意識調査では、

未婚者の約 7割が結婚を希望している中で、未婚化・晩婚化が進んでいると、そういうよう

なことが明らかになってきております。こんな状況を踏まえまして、平成 28 年度に、「いし

かわ結婚支援センター」というものを設置いたしまして、これまでお見合いの仲介を行うボ

ランティアで、「縁結び ist」といいますが、これの活動でありますとか、各企業の従業員

の婚活を支援する、「いしかわ婚活応援企業」というものへの支援、そういったものなど官

民一体となって、出会いの機会の提供に取り組んできております。 

 今回、結婚に係る経済的負担というものの軽減として、新婚夫婦であったり、あるいは結

婚予定カップルでもいいんですけども、こういった方々が披露宴であったり、あるいは新居

の賃貸・購入などの割引、あるいは特典を受けることのできる、「石川しあわせ婚応援パス

ポート制度」、婚パスという愛称なのですけども、これを創設することといたしまして、こ

の秋ぐらいからの実施を予定いたしております。こんな取り組みは、地域少子化対策重点推

進交付金を活用しておりますけども、地域の実情に応じた取り組みを継続、あるいは強化す

るために、交付金の予算の安定的確保と、運用の弾力化を提言したいと思っております。 

 次は、2ページ目をご覧いただければと思います。先ほどの県民意識調査では、子育てと

仕事の両立、これは子育て世代が抱える不安の約 4割を占めておりまして、少子化対策を進

める上で、ワーク・ライフ・バランスの推進は非常に重要な課題であると思っております。

特に中小企業に勤める従業員の割合が多い本県では、一般事業主行動計画の策定義務を、国

が定める従業員 101 人以上の企業としますと、対象となる従業員数の割合が十分でないと

いうことで、実質カバー率が 5割を切るわけですけども、従業員 50 人以上の企業に対して、

このうち 9割を超える企業で、これまでに計画が策定されてきました。 

 それでもまだカバー率は 59.4 パーセントということですので、今後さらにこの取り組み
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の裾野を広げるために、来年の 4月から、従業員が 20人を超える企業に、策定の対象を拡

大するということにいたしました。ワーク・ライフ・バランスの推進というのは、子育て支

援だけではなくて、現在人手不足も言われております、人材確保であったり、あるいは生産

性向上の点からも、大変重要な課題ではないかなと思っております。国においても、企業の

ワーク・ライフ・バランスが一層推進されるように、特に中小企業などの取り組みに対する、

助成金等の支援の強化を提言したいというふうに思っております。以上です。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。これはたくさんの論点がございますけれども、

各県からコメントがございましたらお願いします。富山県さん、どうぞ。 

 

（山崎富山県副知事）今ほど石川県の竹中副知事さんからお話がありました、地域少子化対

策重点推進交付金でございますけれども、全国で総額が 10億円、これは市町村も含めての

予算額でございます。合計特殊出生率が低下している中でございますので、ぜひこの予算額、

総額の増額というものが必要ではないかと思っております。また本県では、今回合計特殊出

生率は上昇いたしましたが、婚姻率は全国下位、36 位となっておりまして、結婚支援は重

要な課題と思っております。そうした中で、国のほうからは結婚支援センターやマッチング

システムの運営について、期限を区切っての見直しをかけるというお話も出てきておりま

す。ぜひ地域の実情に合った柔軟な活用というものをお願いしたいと思っております。以上

でございます。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

（河村名古屋市長）いいですか。 

 

（古田岐阜県知事）はい、どうぞ。 

 

（河村名古屋市長）毎回言っておりますけど、名古屋のことですけども、アメリカ型といえ

ばアメリカ型なんですが、子どもと親の悩みといいますか、ここにもちょっと出てきますけ

ど、いわゆる発達支援が必要な子どもへスクールカウンセラーを増やせとかいろいろ言っ

ていますが、それは常勤の専門職でなかったらやっぱり駄目なんです。川勝さんも一度名古

屋までお越しいただきましたけど、あるのは日本中で名古屋だけです。 

 その代わり、自分で養成しないといけないので大変です。アメリカは教育学部のうち半分

が、教科を教えることを養成していますが、半分しかいません。あとは、体が不自由だけど

こういうチャンスがあるとか、親が離婚してお金がないけどこういうチャンスがあるよと

か。家が貧しいけど、上手くいけばノーベル賞が取れるよと。今日のスプートニクな話です。

スプートニクショックで、ソ連に負けてしまいましたので、アメリカが必死になってスクー
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ルカウンセラーを養成したのではないかと思います。 

 ぜひ見に来ていただいて、広がっていかないといけません。まだ名古屋しかありません。

文部省に聞いてもらえば分かります。名古屋がトップランナーで圧倒的です。今年で 4年に

なりますが、スクールカウンセラーはじめ子ども応援委員会職員の数が 100 人ちょっとに

なりました。苦労しましたけど、独自養成になりますので。それで、子どもさんを応援した

数が 7200 人を超えたのではないでしょうか。ものすごいですよ。子どもと親の悩み。また

さらにそれに職業というか、さらにブラッシュアップをかけて、それと家へ夜、訪ねていく

と。みんな悩んでおるところに。そういうところまで、今年からさらに拡充します。ぜひ一

度見にきて下さい。 

 アメリカならアメリカのいいところを見習わないといけません。いいところはね。という

ことで、再度言いますけど。ここでは 2回目ぐらいかと思います。指定都市市長会では 4回

か 5回言っていますが、誰も来ません。これは一体どういうことかと思います。真剣味があ

るのかと思います。子どもさんらがかわいそうです。 

 

（古田岐阜県知事）分かりました。他にいかがでしょうか。先ほど交付金の増額の話がござ

いましたけれども、これは特に、使い勝手のいい、運用の弾力化を取ってございますから。

私は、実は全国知事会で地方創生対策本部の本部長をやらせていただいているのですが、地

方創生交付金ってありますね。あれは全部カバーしているのですよね。そうすると今度、特

定の分野をカバーする交付金が出ていくと、今度、地方創生交付金がボロボロくしのように

欠けていくということになって、地方創生交付金という横断的な、自由度の高い交付金があ

るということで、それと、それから個々のテーマごとに、また交付金をつくるということと、

ちょっとバランスを考えないと、かえって小さくまとまっていくというか、そういうことに

なりかねないので、ちょっと私はそこを気にしながら、それぞれの額と運用の状況を見てい

るのですけれども。 

 今のところは少子化ということで、かなり内容的に切り込んだところでやっていこうと

いうことですから、地方創生交付金も幅広くやれるということは保たれているのですけれ

ど、そこら辺ちょっと、問題があるということだけ、ちょっと念頭に置いていただければと

思いますけれど。よろしゅうございますか。これはいろいろな課題がたくさんございますが、

うまく整理していただいたということで、ありがとうございました。それから名古屋のスク

ールカウンセラーも、私もご近所ですから、一回ちょっとお話を伺いにいきますので、よろ

しくお願いします。 

 それから次に、「環境保全型農業直接支払交付金」ということで、滋賀県の西嶋さん、お

願いします。 

 

（西嶋滋賀県副知事）ありがとうございます。環境保全型農業直接支払制度について、交付

金の制度について提案をさせていただきたいと思います。ページは 33 ページでございます。
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この環境保全型農業直接支払交付金でございますが、農水省の事業でございまして、他の中

山間等々の直接支払交付金の制度の中の一つでございまして、平成 27年度から農業の有す

る多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく制度として、安定した制度となったわけ

でございますが、翌 28年度から 2年連続で、国の予算を各府県の要望が上回りまして、減

額調整される事態となりまして、生産者、関係者は大変困惑し、制度に不信感も抱くような

状況になっているわけでございます。 

 当該交付金は、例えば減農薬でありますとか、減肥料でありますとか、自然環境の保全に

資するさまざまな、多様な農業生産活動の実施に伴います、いわゆる追加かかり増しコスト

を支援するものでございまして、生産者には作付け前に支援単価を示すことで取り組みを

促すと、このような仕組みで設計されてございます。このため、対象となる取り組みを計画

し、準備した後で交付金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に取り組むことができないというような事態が、こ

こ 2年ほど連続して起こっているわけでございます。 

 現在農水省のほうでは、外部委員等を含みました本制度の見直しの議論を続けておられ

まして、その大詰めの段階に、今来ているということも伺ってございます。そこで次の二つ

の事項について、提言をさせていただこうとするものであります。 

 一つは、平成 31年度からの制度見直しに伴います、新しい制度に伴いまして行われます

次の制度でございますが、それに当たりましては、各地域の環境保全型農業の取り組みが後

退することがないように配慮いただくとともに、生産者が安心して環境保全型農業に取り

組める、安定的な制度運営を図られたいというのが 1 点目でございまして、二つ目は平成

31 年度以降の交付金につきまして、各都道府県からの要望量、これが現実に増えてござい

ますので、それに見合う十分な予算要求とその確保に努めていただきたいと、この 2点を提

案させていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。大変ごもっともな点ばかりでありますけれども、

特に、いかがでございますか。減額調整という仕組みを持った交付金って、あまり聞きませ

んよね。後になって減らしますよって言われると困っちゃいますね、これ。 

 

（西嶋滋賀県副知事）いや、非常に。やっぱり作付けが事前に行われますので、一定のもう、

予定をして、みんな取り組んでくれますので、後で予算が減額、あるいは薄まきにされます

と、単価が減ったりしますと、もう非常に失望感も漂いますし、そういう意味で、法律に基

づいた制度になっている以上は、それにふさわしい安定したものになっていただきたいと、

していただきたいという要望でございます。 

 

（古田岐阜県知事）それではご要望はこのとおり、させていただきたいと思います。最後に

なりますが、「認知症施策の推進」につきまして、川勝知事、お願いします。 
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（川勝静岡県知事）ありがとうございます。これは静岡県から新しく提案するものでござい

まして、認知症施策の推進でありますが、現在の日本の認知症の人の数は、2012 年で 462 万

人、65 歳以上の高齢者の 7人に 1人です。2025 年には高齢化が進展するということで、約

700 万人で、65 歳以上人口の 5 人に 1 人にまで上昇すると推計されているところです。こ

うした中、地方公共団体では、平成 27年 1月に国が策定した新オレンジプラン、認知症施

策推進総合戦略と、これに基づきまして、さまざまな施策を推進されていると承知しており

ます。一方認知症に対する住民の理解は、十分ではありません。高齢化、医療介護サービス

等の状況も地域で違います。また認知症に対しては、認知症の方、ご家族の生活環境に応じ

たきめ細かな支援が必要とされます他に、症状や進行度合いに応じて適切な医療サービス

が提供されるように、専門医の確保も課題です。 

 本県では地域における認知症施策展開の要として、認知症疾患医療センターを 15カ所指

定いたしました。そこで診断や専門医療相談に応じておりますが、かかりつけ医への助言を

行う認知症サポート医、地域包括支援センターなどの関係者と連携を強化するための研修

会なども開催いたしまして、切れ目のない支援体制の構築に努めております。今年度からは、

本県独自の新たな取り組みとして、認知症疾患医療センターと認知症サポート医リーダー

が中心となって、認知症の恐れのある方やご家族の所に出向きまして、相談とか予防に関す

る助言を行うなど、きめ細かな対応を図ることで、認知症の早期発見、早期対応につながる

取り組みを進めているところであります。 

 こうしたことを受けまして、認知症に理解のある優しい地域づくりを推進するため、まず

第一に、地域の実情に応じた認知症の人を支える体制づくり、第二に認知症疾患医療センタ

ーの取り組みに対する支援の強化、第三に認知症医療の中心となる専門医の養成・確保や、

資質向上を図るための環境整備をまとめるものでございます。以上であります。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。新しいテーマでございますが、いかがでござい

ましょうか。はい、どうぞ。 

 

（大村愛知県知事）全く同感でございまして、高齢者対策に当たって、認知症対策というの

は喫緊の課題だというふうに思います。私ども愛知県は、大府に国立長寿医療研究センター

がありまして、全国に六つあるナショナルセンターの一つであります、国直轄の医療関係の

研究センターということでありますが、認知症研究、老年学の研究という点では、アジアナ

ンバーワンのレベルだということでありますので、その長寿研とずっと連携、コラボしなが

ら、一緒に認知症対策を地域全体で取り組んでいくということで今進めておりまして、この

新オレンジプランを踏まえて、昨年 9月に「あいちオレンジタウン構想」を策定し、今、県

内の各市の皆さんと連携して、認知症対策を総合的に進めております。ですから、そういう

意味ではこうした形で認知症の体制づくり、それからまた支援強化、また環境整備、こうし
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たことについてはぜひ、さらに国のほうに強く働き掛け、要請をしていきたいというふうに

思っております。以上です。 

 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

私ども岐阜県も、この認知症サポート医の育成を非常に重視しておりまして、この 3月ま

でに 107 名、養成をしておりまして、特にこのところ、10 名から 15 名ぐらいのオーダーで

増やしてきておりまして。42 市町村ございますが、今、空白地域が 7 町村ということでご

ざいまして、これを早急に埋めたいということでやっておるところでございまして。今回の

問題提起、ぜひ静岡県さんを中心に強力に進めていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 他の意見のほう、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。ありがとうございました。

それでは国の提言をベースとした意見交換は、以上で終わらせていただきます。少し時間が

ございますので、各県から資料をお配りいただいておりますが、それぞれトピックスといい

ますか、アピールをされたいところ、あろうかと思いますが、要望がございましたらお願い

いたします。時間的には、ちょっと手短にお願いできるとありがたいのですが、いかがでし

ょうか。どうぞ。 

 

（２）その他 各県市ＰＲ事項 

（川勝静岡県知事）恐縮ですが、六つ持ってきましたが、そのうち四つだけ。伊豆半島全体

がジオパークになりまして、ここにパンフレットを持ってきましたので、ぜひ。南海の、フ

ィリピン海沖にできた火山島が、ひょっこりひょうたん島よろしく本州にぶつかったのが

伊豆半島で、この 4月 17 日にユネスコの世界ジオパークになりました。 

 それから皆さん、おすしが好きだと思いますが、静岡の水ワサビ、これは全国の 4割を作

っておりますが、これが世界農業遺産になりました。お茶畑が世界農業遺産になっておりま

すので、世界農業遺産が 1県で二つあるのは静岡県だけなのですけども、水ワサビは水がき

れいでないと、ですから岐阜県もそうですけれども、こちらは水ワサビ、有東木という所で

400 年前に、日本で初めて栽培化されたものが、このたび世界農業遺産になったと。 

 それからもう一つ、ここにパンフレットがございまして、これは坂茂がつくられた、富士

山世界遺産センターで、1年間 30 万人というところを、もう 30万人を突破しまして、もの

すごく、逆さ富士のもので、大変きれいなものです。 

 それからお茶につきましても、空港のすぐ近くに、お茶の里ミュージアムと言っていたの

が、今、ふじのくに茶の都ミュージアムとなりまして、新装オープンいたしました。小堀遠

州のお庭と、石原和幸さんの、チェルシーフラワーショーで、21 世紀になって連続で金メ

ダルを取っている方のお庭を両方見ることができる、お茶の都のミュージアムでございま
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す。ぜひよろしく、お尋ねくださればと思います。以上であります。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。先々月、ローマで世界農業遺産のプレゼンを頼

まれたものですから、清流長良川のアユということで行っておりまして、静岡県のプレゼン

も聞かせていただきました。おめでとうございました。いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（大村愛知県知事）私どものほうからも幾つかありますが、一つはあいち航空ミュージアム

のものを、ちっちゃいやつは入れてありますので、またぜひ、このかかみがはら航空宇宙博

物館とセット券を、冒頭に申し上げましたが、PR させていただいておりますので、またよ

ろしくお願いします。 

 私ども、もう一つだけ、ラグビーの、このペーパーは 2枚ありますけども、来年 9月のラ

グビーワールドカップ 2019 が開幕いたしますと、私ども、豊田スタジアムで 4試合ありま

す。この地域では静岡県さんもエコパスタジアムで試合があるということでありますが、私

どもではそれを盛り上げるということで、今月、ラグビーフェスタを行います。6 月 17 日

には、愛知・豊田ラグビーフェスタ 2018 ということで、伝統校 4校が来て、同志社対慶應、

そして早稲田対明治という試合がございます。そして翌週の 23日の土曜日には、ラグビー

日本代表対ジョージア代表の試合が開催されます。ジョージアは来年、ウェールズ代表と豊

田スタジアムで初戦を行い、日本代表はヨーロッパ・オセアニアのプレーオフ勝者と豊田ス

タジアムで試合を行うということでありますので、大いに、またしっかりと盛り上げていき

たいというふうに思っておりますので、またぜひ多くの方のお越しをお待ちいたしており

ます。以上です。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

（西川福井県知事）それでは福井県からですが、まず今年は、9 月 29 日から国体と障害者

スポーツ大会が行われます。国体は長い歴史が戦後、ありますが、福井の大会で初めて、障

害者スポーツ大会と国体を融合するということで、国体期間中に車いすバスケットとか車

いすテニス、その他さまざまな融合のシステムを入れまして、2年後のオリパラにつなげよ

うと、こういうもくろみをしておりますので、ご来県いただきたいと思います。 

 また今年は幕末明治 150 年ということであります。福井は松平春嶽、五箇条の御誓文を起

草した由利公正、橋本佐内、梅田雲浜等々、幕末の先人がおりますので、県下の全ての市町

で展示会、博覧会などを行います。 

 それから福井県年縞博物館、これは今年の秋に開館いたしますが、三方五湖はご承知かと

思いますが、三方五湖の一つ、水月湖という湖には、7万年間の毎年の地層が規則正しく沈

殿しておりまして、これを展示するものであります。この中にいろんな植物が入っておりま

すので、この炭素成分の半減期を使って、世界の時代、いつこれができたものかというのを
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全部考察ができるというものでありますので、ご来場いただきたいと、こんなふうに思って

おります。以上です。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。いかがでしょうか。名古屋市さん、お願いしま

す。 

 

（河村名古屋市長）それでは入っておりますけど、名古屋はお城のことです。お城のほうは、

先ほど古田さんに言いましたけど、古田さんの県の加子母があります。あそこの神宮備林に

は、400 年ぐらいのヒノキが非常にたくさんあります。行くとびっくりします。これがみん

な大体 400 年です。その頃にササの大量、枯れ死が起きたということで、ヒノキの種が下ま

で落ちたがために、みんなそこから育ったものだと言っていました。植林ではなくて。そう

いうのを使って、名古屋のお城は、天守もそうですけど、本丸御殿も造ってきたということ

です。 

 それから天守の図面があります。これは本物です。400 年前の国宝 1号だったのが、いわ

ゆる復元するわけです。一度見に来て下さい。ああいうのを見ていますと、やっぱりエレベ

ーターはちょっとよくないのではないかと思います。今はもっと色々な工夫はいくらでも

あります。歩行支援機だとかいうようなことです。やっぱり本物を大事にしていこうかと、

生きている木の。ヒノキは今、法隆寺が 1300 年ですけど、木造建築です。この間、ある資

料を読んでいましたら、大体 65 パーセントが 1300 年前のヒノキであるとのことです。1000

年以上持つらしいです。生きているものをいただくというのは、ありがたいことだなと思い、

一晩泊まって、加子母まで行ってきました。そういう木が使ってありますので、ぜひ一度お

越しください。珍しいです。 

 障壁画も本物があります。焼けずに残ったのが約 70枚で 140 面くらいあります。本当は

それを出していけばいいのですが、この秋からいよいよ本物を出します。オリジナルをとい

うことでございますので、ぜひ本物を味わっていただきたいということでございます。 

 

（古田岐阜県知事）他にいかがでしょうか。もうお国自慢、どうぞやってください。はい。 

 

（太田長野県副知事）長野県でございます。資料の中で 1点、ブルーの表紙の A4 で信州や

まほいく認定制度の紹介がございます。平成 27年から長野県独自に、信州型自然保育とい

たしまして、週の間、5 時間とか 15 時間とか一定の時間、屋外を中心とした、森などの自

然環境の中で保育を行う施設に対する認定制度を設けております。現在、ここにございます

ように、152 園を認定しておりまして、この 4月には、同様の取り組みを行っています鳥取

県、それから広島県とともに、全国の自治体ネットワークを立ち上げたところでございます。

ご関心のある皆さまにはぜひご参加を賜わりたいと思います。以上でございます。 
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（古田岐阜県知事）これはいわゆる保育所とか幼稚園とか、認定園というのがありますよね。

そういう制度的なものと、これはどういう関係になるのですか。 

 

（太田長野県副知事）認可された、いわゆる幼稚園、保育所、認定こども園でもいいですし、

それから、認可外保育施設でも認定の対象になります。私どもが認定した所で公的支援を受

けていない施設については、このやまほいく認定制度で、資金の支援もできる仕組みになっ

ております。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。いかがでしょうか。はい、富山県さん、どうぞ。 

 

（山崎富山県副知事）1点だけ。小さなリーフレットが入っているかと思いますが、第 31回

の全国健康福祉祭・ねんりんピック富山 2018 を、11 月 3 日から 6日までの 4日間、開催す

ることになっております。中部圏での開催というのは、平成 22年の石川大会以来でござい

ます。ぜひご来県いただいた皆さまに十分なおもてなしができるように、しっかりと準備を

進めていきたいというふうに思っております。中部各県、近うございますので、ぜひ多くの

方にご来県いただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。ご参考までに、再来年、私ども岐阜県でねんり

んピックをやりますので。ちょうどオリンピック・パラリンピックは終わった直後になりま

すけれども。今年はアジアジュニア陸上で、来年が日本マスターズ、再来年がねんりんピッ

クという、3年連続でやらせていただきますけれども、ねんりんピックについては富山県さ

んのケースを大いに参考にさせていただきたいと思っておりますので、ぜひお邪魔させて

ください。 

 

（山崎富山県副知事）よろしくお願いします。 

 

（古田岐阜県知事）よろしくお願いします。はい、どうぞ。滋賀県さん。 

 

（西嶋滋賀県副知事）ありがとうございます。滋賀県から少し PR させていただきます。こ

の『虹色の旅へ。滋賀・びわ湖』と、これは T.M.Revolution の西川貴教さんの写真を掲げ

ていますパンフレットを入れております。7 月から 12 月にかけて、滋賀県全域で大型観光

キャンペーンを展開いたします。ちなみに西川貴教さんは滋賀県出身で、滋賀ふるさと観光

大使を引き受けていただいております。どうぞ皆さん、おいでくださいませ。 

 それからもう一つは、自転車で琵琶湖を 1周するビワイチというものを今、滋賀県は大変

頑張って取り組んでおります。一昨年は 5万人、昨年は 9万 5000 人ということで、飛躍的

に伸びてきております。琵琶湖 1周 193 キロでございますけども、1周してまた戻ってこら
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れるという、大変利点がありまして、先輩しまなみを目指して頑張っていますが、今年は 3

湖連携ということで、今日、川勝さんがいらっしゃいますけども、浜名湖と、それから霞ヶ

浦と琵琶湖で、3湖で連携して、それぞれを走ってみようということを計画しています。ま

たよろしくお願い申し上げます。 

 最後に、少し小さなパンフレットがございます。これはここ滋賀というパンフレットでご

ざいまして、昨年の 10 月末に東京日本橋に情報発信拠点、ここ滋賀を開設いたしました。

日本橋は近江商人が、江戸での拠点として開いた、そこで頑張った土地にこだわりまして、

ちょうど永代通りと中央通りの交差点に開設いたしました。5 カ月間で 27 万人、ご利用い

ただいております。他県のアンテナショップの皆さん、先輩方にまた一生懸命教えていただ

きながら頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがと

うございました。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。岐阜県も、ささやかではございますが、ちょっ

と用意させていただいております。一つは清流長良川あゆパークという、ちょっと小さなパ

ンフレットがありますが、これは世界農業遺産の、いわばフォローアップの一環でございま

して。農業遺産の発信拠点であると同時に、漁業体験、食の体験、生き物調査ということで、

川と魚と触れ合う体験センターということで、先頃オープンしたばかりでございますけれ

ども、こういう施設も、ぜひまたお楽しみいただければと思っております。 

 それから、今、朝ドラ『半分、青い。』が、岐阜の東濃、東美濃と言っておりますが、こ

ちらを舞台に展開されておりまして、今しばらく、主人公は東京に行っておりますが、また

岐阜に帰ってくるようでございますので、岐阜弁も含めてお楽しみいただけるかと。再来年

は、大河ドラマのほうは明智光秀ということで、また岐阜県に戻ってきますけれども、ただ

岐阜に明智光秀がつかった産湯というのは、5カ所あるのですけど、赤ちゃんが 5カ所、岐

阜県内をウロウロするわけがありませんが、さてどこが出生地かという議論もありますし、

4 カ所で供養祭とか光秀まつりとか、既にやっているものですから、仲良く連携を取りなが

ら、大河ドラマをお迎えするということで、これからいろいろ考えていこうというようなこ

とでございます。 

 こういうお国自慢はそれぞれ、こういうパンフレットの作り方から、キャッチフレーズか

ら、あるいは登用するキャラクターから、一つずつ大変参考になるので、私はいつも見せて

いただいておりますけれども、思い切ってお国自慢をすると同時に、相互の連携、先ほど 3

湖連携というのもありましたし、それから、今日冒頭に西川知事から、児童宇宙館の話で、

共通チケットの話もございましたけど、こういうの見ながら、どことどうつながるかなと思

いながらも、眺めさせてもらいたいという次第でございまして、大いに参考にさせていただ

きたいと思います。それぞれの県が特色ある、大変素晴らしい試みをやっておられるという

ことで、感服いたした次第でございます。 

 以上で、予定の議題および時間は過ぎたところでございますが、あと特に、何かこの際、
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お触れになりたいことがございましょうか。よろしゅうございますか。それでは、次期開催

県のほうからごあいさつをいただきますかね。今度は石川県の予定でございますので、一言

お願いいたします。 

 

（３）次回開催県挨拶 

（竹中石川県副知事）今日は、私どもの谷本知事が欠席しておりまして、大変恐縮でござい

ますが、今ほど岐阜県の知事さんのほうからご案内もありましたとおり、今年の秋の会議を

石川県で開催させていただくことになりました。昨年は確か台風 21号の接近で、やむなく

中止ということになったかと思います。今日は古田岐阜県知事さんをはじめ、岐阜県の皆さ

まには素晴らしいおもてなしをいただきました。心より感謝を申し上げたいと思います。私

どもとしましても、今度こそ台風が来ないことを祈っていまして、できる限りのおもてなし

をしたいと思っておりますので、皆さん方のご来県を心よりお待ちいたしております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

（古田岐阜県知事）ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは以上で、

私の役目は終わらせていただきます。 

 

６ 閉会 

 

 


