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第１１０回 中部圏知事会議 議事録

            日 時  令和元年６月５日（水） 13：09～15：46
              場 所  日本平ホテル１階ボールルーム「日本平」 

１  開 会  

○司会  定刻になりましたので、ただいまから第110回中部圏知事会議を開催いたします。 

 会議に先立ちまして、報道関係者の皆様にお願いいたします。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、杉本福井県知事、川勝静岡県知事、大村愛知県知事、

竹中石川県副知事、小岩長野県副知事、神門岐阜県副知事、渡邉三重県副知事、西嶋滋

賀県副知事、堀場名古屋市副市長のご出席となっております。なお、富山県におかれま

しては、公務のためご欠席となっております。 

 それでは、開会に当たりまして、開催県であります静岡県の川勝知事からご挨拶をお

願いいたします。

２  開 催県知事 挨拶  

○静岡県知事  静岡県知事の川勝でございます。きょうは、この中部圏知事会に遠方から

お越しいただきまして、まことにありがとうございます。 

 前回こちらで開催しましたときには、まだ整備中でございました「日本平夢テラス」、

きょうは皆様方にご見学いただきまして、ありがとうございました。いかがだったでし

ょうか。（「すばらしかったです」の声）――どうもありがとうございます。 

 今、オリンピックスタジアムを建設されている隈研吾先生の設計になるものでござい

まして、去る11月３日にオープンいたしまして、交通の便が必ずしもよくないので１年

に20万人くらいかなと思っていたら、２カ月で20万を超えまして、半年で80万を超えて、

何か今 90万を超えたと。７カ月で 90万ということで、間もなく100万人の人が来るかな

と。眼下に広がっております駿河湾。これは、実は富山県の知事さんからご示唆をいた

だいて申し込んで、「世界で最も美しい湾クラブ」に認定されておりまして、その向こ
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うの伊豆半島は世界のユネスコのジオパークに認定されまして、さらに最高の眺望を得

られる富士山は世界文化遺産に、ちょうど６年前の６月に認定されました。その左隣に

南アルプス。これはその翌年に、平成 26年のことですけれども、ユネスコのBiosphere 

Reserves、日本で言うところのエコパークに認定されました。静岡はお茶が有名ですけ

れども、お茶が世界の農業遺産に、これも富士山と同じ時に認定されまして、そしてま

た、静岡から始まりました水わさびでございますけれども、きょうはお昼にお楽しみい

ただきましたけれども、この水わさびの栽培も世界農業遺産になりました。 

 平成25年の６月に富士山が世界文化遺産になってから、ちょうど今月で丸６年。した

がって月数に直すと72カ月でございますけれども、この 72カ月の間に、こうした地域資

源、並びに、例えば伊藤美誠さんだとか、水谷隼さんだとか、飯塚翔太さんだとか、あ

るいは天野浩先生だとか、静岡県にゆかりの方たち。世界クラスで金・銀・銅と言われ

るような方たちを入れますと、84件の世界クラスの認定を持ちまして、１カ月に１件以

上ということでございます。 

 今年は９月に、全国各地で会場を提供しつつ、ワールドカップがアジアで初めて開催

されますけれども、本県におきましてもアイルランド戦で日本代表が戦いますが、それ

を含めまして、４試合が、５万人の収容規模のある、袋井市にございますエコパスタジ

アムで開催をされます。 

 来年はいよいよ1964年以来のオリンピックということで、その中で、自転車競技は４

種目ございますけれども、そのうちトラック競技とマウンテンバイクとロードレースが

静岡県で開催されるということで、さらにまた、現在ディスティネーションキャンペー

ンというのが展開中でありまして、４月から６月、大変多くの方々に静岡県を楽しんで

いただいております。 

 今、交通の便もよくなりまして、きのう実は、飛行場、富士山静岡空港が10周年を迎

えました。丸10周年になりまして、当時小さく生まれた形だったんですけれども、今や

この４月から、三菱地所並びに東急さんが合同で「ぜひ運営をさせてくれ」ということ

で、我々が目標としておりました70万人という搭乗者数も、平成30年度、71万4,000人を

数えまして、間もなくこれを 100万人にしたいというふうに新社長さんは言われている

ところであります。 

 また、この空港は、丸10年ですけれども、過去９年間、いわゆる地方空港で、外国人

の乗降客数が９年連続１位ということでございまして、そういうことから、アクセスも
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大変ようございまして、もし駅ができれば――新幹線の駅ですけれども、もっとよくな

るだろうと多くの人が言っております。 

 そうした中、一昨年の観光客数は、何と１億5,000数百万ということで、日本の人口を

超えまして、皆さんとご一緒にやっております、いわゆる「昇龍道」、龍のごとく伊勢

湾に入りまして、富士山に登りまして、それから南アルプスを越えて、御岳山を望みな

がら滋賀県に入って、それから中央アルプス、南アルプス、北アルプスと出て、立山、

そして白山を拝みながら能登半島から日本海に抜けるという、こういう日本の真ん中を

楽しむという観光、「昇龍道」運動も、本県も加わって一緒にやっているところでござ

います。 

 きょうは、そうした中部圏、本物の日本があるところでございまして、それぞれ県知

事様、また副知事様、名古屋市の副市長様もお越しいただきまして、この会が有意義に

なりますようにご祈念申し上げ、歓迎の挨拶といたします。どうぞよろしくお願い申し

上げます（拍手）。 

３ 座長選出

○司会  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お務めいただくこととなって

おりますので、静岡県知事にお願いしたいと存じます。 

 ここで報道関係者の皆様へ申し上げます。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。 

 それでは川勝知事、よろしくお願いいたします。 

○静岡県知事  はい。それでは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、午後３時40分終了

を予定しておりますので、ご協力をお願い申し上げます。 

 まず、議事に入ります前に、福井県の杉本知事さんがこの４月にめでたくご当選なさ

いました。今回の会議は当選後初めての会議となりますので、一言ご挨拶をお願いした

いと存じます。よろしくお願いします。
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４ 当選知事挨拶 

○福井県知事  福井県知事の杉本でございます。 

 私、４月23日から、こうして知事に就任をさせていただいたところでございます。今

は福井県知事でございますけれども、生まれは岐阜県の中津川でございまして、役所、

自治省に入りました最初の赴任地は長野県でございますし、大村知事さんとは先ほども

お話ししていたんですけれども、30年前に徳島市役所でご一緒に仕事をさせていただき

ました。 

 また静岡県は、昨年も参りましたが、袋井の花火大会、大好きでございまして、大変

中部地方がとても大好きな土地柄でございます。そういう中で、こうしてきょう会議に

参加させていただけることを心からうれしく思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします（拍手）。 

５ 議事

 （１）会長選任

○静岡県知事  ありがとうございました。 

 それでは早速ですが、議事に入らせていただきます。 

 初めに、議事の１、会長の専任について、ご協議をお願いしたく存じます。 

 会長の任期につきましては、規約により当該知事の任期までとされております。現在、

前の会長でいらっしゃいました愛知県の大村知事さんの任期満了に伴いまして、引き続

き大村知事に会長代行をお願いしておりますが、今回新たに会長を選出する必要があり

ます。 

 規約によりますれば、会員知事の中から選挙するということになっておりますので、

この場で皆様方に選出していただければと存じます。ご意見がございましたらお願いた

します。 

○福井県知事  座長。 

○静岡県知事  それでは福井県知事さん、お願いします。 

○福井県知事  知事に就任したばかりで大変恐縮でございますが、これまで私も、副知事

時代も含めて、本当に大村知事さんには、９県１市の中心として、「昇龍道」のお話も
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ございましたけれども、しっかりとこの中部地方をまとめていただいて、全体としてパ

ワーアップしていただいてきていると思いますので、ぜひとも大村知事さんに続けてや

っていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○静岡県知事  ただいま福井県知事さんから、愛知県知事さんに会長を引き続きお願いし

たいとのご意見がございましたけれども、他の皆様、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○静岡県知事  どうもありがとうございました。 

 それでは、大村知事さんに会長の労をとっていただくということで決定をさせていた

だきます。 

 大村知事、恐縮ですが、ご挨拶をお願いできますでしょうか。 

○愛知県知事  それでは、ただいま身に余るお言葉をいただきまして、引き続き中部県知

事会の会長を務めさせていただくということで、ご指名いただきました。ありがとうご

ざいました。引き続き、９県１市の皆様のお声をしっかりといただいて、この中部地域

をさらに前進させていけるように、しっかりと頑張っていきたいというふうに思ってお

りますので、何とぞよろしくお願いをいたします。 

 さて私は、２月に選挙がありましたが、今年は統一地方選の年でありまして、この４

月には三重県の鈴木知事が再選をされますとともに、先ほどご挨拶をいただきました福

井県の杉本知事が当選をされました。まことにおめでとうございます。また何とぞよろ

しくお願いを申し上げます。 

 さて、先ほど会議に先立ちまして、昨年11月にオープンをされた、この新名所「日本

平夢テラス」をご案内いただきまして、まことにありがとうございます。雲の合間に富

士山がちょこっと見えましたけど、多分冬の空気が澄んだ時だと、本当に目の前に富士

山が見え、そして三保松原とか駿河湾とか眼下に見えて、本当に絶景というのはこうい

うことを言うのかなと思いますが、すばらしい施設を拝見いたしました。ありがとうご

ざいました。 

 また、今回は川勝知事さん始め静岡県の皆様に、この会議の設営、段取りをしていた

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。何とぞよろしく

お願いいたします。 

 さて、何点か申し上げたいと思いますが、きょうは岐阜県の古田知事もお越しになる

はずでありましたが、先ほど豚コレラが発生ということで、急遽その豚コレラ対策等々
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で来られなくなったとお聞きをしました。岐阜県、そして私ども愛知県とで今発生を見

ておりますが、何としても収束させたいということで、全力で取り組んでいきたいとい

うふうに思っております。しっかりとやってまいります。 

 そしてまた、私ども愛知県では、この土日に、６月１日、２日で、第70回全国植樹祭

を40年ぶりに挙行させていただきました。期せずしてといいますか、まさに新しい令和

の時代が始まりましたが、新たにご即位をされました新天皇皇后両陛下の初めての地方

行幸啓、そしてまた地方の視察を私ども愛知がお受けすることができたということで、

大変光栄でございました。両陛下におかれましては、２日間ともお元気で、そしてまた

笑顔で、全ての日程をこなしていただきまして、本当に感謝に堪えないところでござい

ます。本当に、県民皆喜んでおりました。特に皇后陛下がずっと全ての行事を通して笑

顔で過ごしていただいたということを、大変ありがたく思っております。また引き続き、

しっかりと務めていきたいというふうに思っております。 

 そして私ども、今年の秋に、最後に私、また次回開催県として申し上げますが、秋に

皆様、中部圏知事会議、今度は愛知が順番でございますのでご案内させていただきたい

と思いますが、私ども、８月30日に、中部国際空港島の中に、延床９万平米の国際展示

場を、「Aichi Sky Expo（アイチスカイエキスポ）」というのを今つくっておりまして、

８月 30日オープンということでございますが、あわせて９月 20日にはＬＣＣターミナ

ル、新ターミナルをオープンをいたします。今度お越しをいただく際には、そちらのほ

うをご覧をいただきますようにご案内をさせていただきたいというふうに思います。い

ずれにいたしましても、ＬＣＣターミナルができますと、さらに便利がよくなると思い

ます。多くの方に海外からお越しをいただき、そして「昇龍道」で、また中部地方をぐ

るっと巡っていただけるように、またしっかりとやっていきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 また、９月には、先ほど川勝知事が言われましたが、ラグビーワールドカップ、静岡

県さんとあわせて、私ども愛知県でも豊田スタジアムで４試合がございます。しっかり

と務めていきたいというふうに思います。 

 また、11月には、技能五輪全国大会と障害者の技能競技大会、全国アビリンピックも、

このAichi Sky Expoで開催をすることになっておりまして、しっかりと務めていきたいと

いうふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、中部圏の９県１市、心を一つにして、日本を支える大きな
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柱として前進をしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いを申し上げまし

て、私からのご挨拶といたします。ありがとうございました（拍手）。 

（２）国への提言

○静岡県知事  どうも大村会長さん、ありがとうございました。 

 それでは、議事の２に移ります。国への提言でございます。 

 今回は各県、市から 16項目の提言――案でございますけれども――を頂戴しておりま

す。審議につきましては、おおむね２時間、 120分を予定しておりますので、よろしく

ご協力をお願いします。 

 本日は、提言を種類別に分類し、その分類ごとに提案趣旨を続けてご説明いただいて、

その後一括して意見交換という段取りにしたいと思います。 

 なお、お時間が限られておりますので、提案趣旨のご説明は、１項目当たり３分程度

を目安として、簡潔にお願いできればと存じます。 

 それでは、まずインフラ整備の促進に関するご提言につてございますので審議をさせ

てください。 

 「高規格幹線道路ネットワーク整備等について」。岐阜県の神門副知事さんから提案

趣旨の説明をお願いします。 

○岐阜県副知事 それでは、PowerPointの資料がございますが、それの一番上の資料に基

づきまして説明をさせていただきます。 

 この提言でございますが、継続して本県から提案させていただいているものでござい

まして、大きく２つございます。 

 まず、高規格道路ネットワークの早期整備推進についてでございます。 

 中部圏は、我が国の東西南北をつなぐ高規格幹線道路が集中し、人・物の流れの要所

となってございます。このネットワークは、物流や観光などの経済活動に大きな役割を

果たしているところであります。 

 右上の図にありますように、この圏域のインバウンドは大変好調でございまして、平

成30年で943万人と1,000万人に届く勢いとなっております。一層多くの国内外からの観

光客にお越しいただき、中部圏の観光地を快適に周遊いただくためには道路ネットワー

クの存在が欠かせないわけでございます。 
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  さらに、このネットワークにつきましては、災害時には緊急輸送道路として大きな

役割を果たしているものでございます。昨年度、本県でも７月豪雨の被害がございまし

た。その際でございますが、東海北陸自動車道の暫定２車線区間が被災し通行止めとな

ったという事例がございましたけれども、幸いにもほぼ４車線化が完成をしていたこと

から、復旧工事が非常に早くできまして、わずか６日間で通行止めを解除することがで

きたということがございました。まさにこの暫定２車線区間の４車線化など、強靭化の

必要性を強く感じたところでございます。 

 こうしたことから、引き続き高規格幹線道路ネットワークの早期整備を国に強く提言

してまいりたいと考えております。 

 次のページをお願いいたします。中京圏の高速道路料金の見直しについてでございま

す。 

 これにつきましては、右にありますように、首都圏では平成 28年４月より、近畿圏で

は平成29年の６月より、それぞれ新たな料金体系が導入されておりますが、中京圏では、

この検討を昨年の11月から進めているところでございます。 

 合理的な料金体系の導入は、渋滞の緩和や道路整備に必要な財源の確保、ひいては地

域間の経済活動や交流の促進につながるものと確信しているところでございます。この

ため、この検討を早期に進めて、早期の見直しにつなげていくよう、国に対して強く提

言をしてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○静岡県知事  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」。福井県の杉本知事さんのほう

から、ご提案、趣旨の説明をお願いします。 

○福井県知事  はい、ありがとうございます。 

 それでは、「北陸新幹線の早期全線整備」という資料をごらんいただきたいと思いま

す。 

 北陸新幹線につきましては、４年前に金沢開業をいたしまして、それで、右上のグラ

フをごらんいただきたいと思いますけれども、それまでの入込客数に対して３倍に増え

ているところでございまして、さらにご注目いただきたいのは、その後もずっと高いま

ま推移している上に、昨年１年間につきましては、さらに前年を上回るような、そうい

う利用客の推移になっているところでございます。 
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 これはやはり、非常にこの北陸新幹線の必要性というのが高いということが明らかに

なっているところでございまして、今３年10か月後を目指しまして、福井・敦賀までの

新幹線の整備、工事が進んでいるところでございます。長大トンネルも、北陸トンネル

20キロのところも９割方でき上がりましたし、九頭竜川の橋も、これは非常に難しい橋

でございましたが、橋桁もかかって見えてきたというところでございます。 

 先般も、左下にありますけれども、大まかな駅の位置とかルートにつきまして発表が

ございまして、これで環境アセスに入れるという状況になってきたところでございます。 

 １つの効果として、この北陸新幹線は、今まで北陸は、当然のことながら、越前、越

中、越後、加賀。こういうことで、関西とのつながりが強かったんですけれども、北陸

新幹線によって東京とのつながりが非常に強くなった。もしくは北関東とか東北ともつ

ながりが強くなっておりまして、ある意味関西から離れるような状況になっているわけ

でございますけれども、これをやはり、地理的に見ても関西とのつき合いも長いわけで

すので、一刻も早くつなげることで、北陸地域、甲信越ですね。この地域の発展をさら

に強固にしていく必要があるということでございます。 

 ということで、提言の要旨にありますけれども、ルートが決まってきましたので、環

境アセスメントについて丁寧かつ迅速に進めていただきたいということと、それからこ

の敦賀から先の工事を、敦賀まで開通した、その翌日から工事が続いてできるように、

アセスメントの終了後、間断なく着工ができるように、財源の問題等を含めて、これか

らしっかりと議論を前倒しでやっていただきたいということでございます。よろしくお

願いいたします。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、「リニア中央新幹線の東京・名古屋間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」。三重県の渡邉副知事さんから、提案のご趣旨を説明

願います。 

○三重県副知事 副知事の渡邉でございます。三重県資料をごらんをいただきたいと思っ

ております。 

 リニア中央新幹線の要望につきましては、提言につきましては、これまでも行なって

まいりました。 

 まず、現状にございます、２段落目でございますが、本年５月、先月に、いわゆるリ

ニアインパクトによりますスーパー・メガリージョンの効果を、最大化を目的とした構
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想の、今最終取りまとめが行なわれて公表されております。その中では、日本として世

界を先導するスーパー・メガリージョンを目指すことを明らかにしておりますが、当然

その大前提は、リニア中央新幹線で東京・大阪間が結ばれ一体となることが必要であり

まして、そういう意味では一日も早い全線開業の実現が重要であると考えております。 

 そこで、３項目の提言をさせていただきます。 

 １つは、まずはリニア中央新幹線の一日も早い全線開業につき、まずは現在建設工事

が行なわれております東京・名古屋間について、工事実施計画に基づく事業が着実に進

むよう必要な支援措置を求めていく必要があると思っております。 

 ２つ目としまして、東京・名古屋間の先行開業に伴いまして、中部圏におきますリニ

ア開業効果を最大に発揮させることが大変重要でありますので、リニア駅を核としまし

た広域交通網の整備でありますとか、駅周辺のまちづくりなどに関しまして、国の重点

的な支援として、地方創生に資する施策を積極的に講じていただく必要があると感じて

おります。 

 ３点目でございます。名古屋・大阪間におきます円滑な環境影響評価の実施でありま

すとか、それに伴ってルート、駅位置の早期確定に向けて連携協力しながら準備を進め

ていくことが必要でありますし、あわせてターミナル駅の早期着工の実現を図るための

支援が必要だと思っております。 

 以上、３点につきましてご説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、「北陸・中京間の鉄道アクセス向上による鉄道ネットワークの

充実について」。福井県の杉本知事から提案趣旨のご説明をお願いいたします。 

○福井県知事  それでは、「北陸・中京間の鉄道アクセス向上による鉄道ネットワークの

充実」という資料をごらんいただきたいと思います。 

 先ほどもご説明を申し上げましたけれども、北陸新幹線が整備が進んでまいりまして、

今北陸・甲信越は東京とのつながりが非常に強くなっているわけでございます。ある意

味、反対側の効果としまして、関西や中京との距離感が相対的に遠くなっていっている

という状況で、物の流れが変わってしまおうとしているということでございます。 

 これをやはり、もともと中部地方ということでございますし、中京地域との間で、し

っかりと利便性を確保することにより、東京のほうに物や人が引っ張られないようにと

いうことでございます。中京地域の皆さんにとっても、例えばサプライチェーンの中で
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もやはり北陸は１つの重要な役割を果たしているわけでございまして、そういうような

ことも含めて、ぜひとも利便性の確保を今後とも行なっていく必要があるということで

ございます。 

 右側のところに「１、２、３」と書かせていただいております。その意味で、人の移

動で大切なことは、今新幹線が整備をされてきた後も、名古屋等とつながる特急「しら

さぎ」ですね。これの利便性を今以上に高めていく必要があるということで、本数、そ

れから頻度をさらに上げていくということ。 

 それから、料金負担が新幹線区間が出てきますと、それだけ高くなってまいります。

それをできるだけ料金負担を抑えていただくということ。さらには、これは中京圏の皆

さんにも大きな影響があると思いますけれども、交通系のＩＣカードを使って乗り降り

されますけれども、エリアをまたがって利用ができないという状況がありますので、こ

れも利便性を高めていただくというようなことで、中部圏の鉄道ネットワークを充実し

ていただきたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、インフラの最後になると存じますけれども、続きまして中部国際空港の二

本目滑走路を始めとする機能強化の早期実現について。名古屋市の堀場副市長さんのほ

うから提案の趣旨のご説明をお願いします。 

○名古屋市副市長  中部国際空港の二本目滑走路を始めとする機能強化の早期実現につ

いて説明させていただきます。 

 中部国際空港は、国際拠点空港といたしまして、我が国の航空輸送の発展の一翼を担

っており、東海３県を始めとして中部圏における国内外の人、物の交流に大きく貢献し

てまいりました。 

 近年、中部国際空港では、訪日客の増加や国内線利用者数の回復基調が続いており、

平成30年度の旅客数は、速報値ではございますが、過去最高の1,236万人を記録し、国際

線を中心として新規就航や増便が続いております。 

 こうした中、空港会社では、本年９月20日の共用開始を目指してＬＣＣに対応した新

たなターミナルビルの建設を進めており、さらなる利用増を見込んでいるところでござ

います。 

 しかしながら、滑走路が１本であるために、資料の上の２つのグラフのように、朝夕
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のピーク時間帯における滑走路の処理能力が限界に近づいているほか、滑走路の大規模

修繕や、トラブルなどにより滑走路が閉鎖された場合には運航制約が想定され、安定し

た社会基盤施設としては課題がございます。 

 また、昨年９月の台風21号による関西国際空港の被災地の対応を見ましても、中部地

域だけでなく日本の強靭化において重要な空港でございます。2027年に予定されており

ますリニア中央新幹線の開業に伴うインパクトを生かし、またその後の全線開通に伴う

スーパーメガリージョンの形成を見据え、我が国の成長エンジンの一翼として、国際拠

点空港としての役割を十分に発揮させていくことが重要であると考えております。この

地域の社会発展を停滞させることなく、世界の活力を取り込むには、中部国際空港の二

本目滑走路の早期実現が是非とも不可欠でございます。 

 つきましては、資料の下の提言内容にありますように、中部国際空港の二本目滑走路

を始めとする機能強化の早期実現に向けて特段の措置を講じられるよう提言するもので

ございます。 

 以上、よろしくお願いいただいます。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 以上、インフラ整備の促進に関する５件の提言についてご説明をいただきました。そ

れぞれの提言について、ご意見があればお願いしたいと存じます。 

○滋賀県副知事 滋賀県でございます。 

○静岡県知事  滋賀県副知事さん、お願いします。 

○滋賀県副知事 ありがとうございます。杉本知事さんからご提案をいただきました２点

につきまして、ご意見を申し上げたいと存じます。 

 まず、提言の２、北陸新幹線の早期全線整備でございます。これにつきまして、金沢・

敦賀間の令和４年度末の確実な開業、関西・中京圏への円滑なアクセス向上、早期の全

線開業、及び実現に必要な財源確保につきまして、本県としましても強く賛同いたしま

す。 

 なお、並行在来線につきましての関西府県の考え方について、一言申し上げたいと存

じます。提言文に「並行在来線の経営分離」とございますが、関西府県では、従来より、

敦賀・大阪間の整備に伴います並行在来線は存在しないという考え方を共有いたしてお

りまして、去る５月21日の北陸新幹線促進大会の場におきましても、関西広域連合の連

合長であられます井戸兵庫県知事から政府与党に対しまして、同様の趣旨の要請を申し
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上げたところでございます。この提案につきまして、修文を求めるものではもちろんご

ざいませんけれども、この点ご承知をお願いいたしたいと存じます。 

 それからもう１つ、北陸・中京間の鉄道アクセス向上による鉄道ネットワークの充実。

これにつきましても賛同の意見を申し上げたいと存じます。 

 北陸・中京間鉄道アクセス向上検討会の事務局としての取りまとめ、大変ご苦労さま

でございました。心から感謝を申し上げます。在来線の鉄道会社間の直通運転や利用者

負担の増加の軽減には、北陸・中京間での特急料金を徴しないリレー快速のような運航

が有効であるとも考えるところでございます。また、あわせまして、北陸・中京の接続

拠点でございます米原駅の機能強化も、北陸新幹線敦賀開業に合わせて必要ではないか

と、このように考えるところでございます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○静岡県知事  どうも滋賀県さん、ありがとうございました。 

 修文を求めるものではないということで、ご意見を伺ったということでございます。 

 ほかに。どうぞ。 

○石川県副知事 石川県でございます。福井県さんの北陸新幹線の提言で一言申し添えま

す。金沢開業によりまして、北陸新幹線の整備効果というのは既に証明をされているん

じゃないかと思っております。今後とも、関西圏を含めた、沿線地域はもとより、中部

圏の方々とも一層連携を図って、大阪までのフル規格による早期全線整備の実現に向け

まして、皆さんと思いを一つにして取り組んでいきたいと思っております。 

 今滋賀県の西嶋副知事からもありました並行在来線でございますけれども、これは私

どものほうでは既に金沢以東で走っております。今度は、敦賀開業時にＪＲから経営分

離される金沢以西の区間。これは輸送密度が、既に開業済みの金沢以東区間の約７割程

度ということが見込まれております。厳しい経営状況になるんじゃないかと思っており

ます。さらに、並行在来線というのは地域の重要な交通手段でもございますし、同時に

貨物鉄道の、いわゆる広域ネットワークの一部を担っているところでございます。並行

在来線が将来にわたって安定的に維持・存続できるような支援施策の充実をお願いした

いと思っております。 

 以上です。 

○静岡県知事  はい、ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。はい、愛知県さんどうぞ。 
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○愛知県知事  今、各県さんからインフラ整備等々について貴重なポイントをご提言いた

だきまして、全て私どもも大賛成でございます。高速道路ネットワーク、そして北陸新

幹線早期整備ということで進めていただければと思います。 

 そしてまた、リニア新幹線でございますが、あす東京におきまして、リニア中央新幹

線建設促進期成同盟会の総会を開催をし――１年に１回でございますが、国土交通省始

め、関係のところに早期整備に向けての要請をさせていただくということになっており

ます。まずは東京・名古屋間を、しっかりと2027年度までに整備をし、そして引き続き、

早く名古屋・大阪間のルート決定に持っていって、さらに着実に整備を進めていってい

ただけるように、関係者ともども、また開業の働きかけをしっかりとしていきたいと思

っておりますので、また中部圏知事会の皆様にもよろしくお願いを申し上げたいという

ふうに思います。 

 そして、福井県、杉本知事からご提言がありました、北陸・中京間鉄道アクセス向上

による鉄道ネットワークの充実でありますが、これはもう、何年も前から、この中部圏

知事会で、私どもと福井県、石川県さん、滋賀県さんともお話をさせていただいてまい

りましたが、確かに人の往来は、北陸３県と関西との人の往来と中京圏との人の往来だ

と、３対１ぐらいでやっぱり関西のほうが多いんですね。ところが物流になりますと、

北陸と関西、北陸と中京だと１対１になるんです。物流も、北陸と関西は何が多いかと

いうと、農産物とかセメントとかが多くて、北陸と中京圏だと、やはり金属の部品、自

動車部品とか機械ということで、明らかに付加価値が違っている。ですから、経済的に

見ますと、むしろ今、経済圏域からすると、北陸と東海地域、中京圏域のほうが、むし

ろ経済的に結びつきが深いのではないかと。データから見ますとね。ということになっ

ておりますので、ぜひそういう意味では、この鉄道アクセスについても、北陸新幹線の

早期整備とあわせて、この北陸・中京間との、敦賀・米原間の利便性の維持・向上を、

ぜひよろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。またこれは中部圏知

事会でもぜひ引き続きお取り上げをいただきたいというふうに思っております。 

 最後に、中部国際空港二本目滑走路ですが、これは５月に、２週間前に、東京のほう

で、中部国際空港拡充議員連盟というのを、今国会議員の先生方、川崎二郎先生に会長

をお務めいただいてやっておりますが、私ども、さまざまに、展示場をつくったり、ま

たＬＣＣターミナルをつくったりということで、相当便数も伸びてきておりますので、

これを一日も早くやっていけるように、我々ももちろん頑張りますが、また中部圏知事
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会の皆様にも、ぜひまた後押しをお願いしたいというふうに思っております。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

○福井県知事  済みません。 

○静岡県知事  それでは杉本さん、どうぞ。 

○福井県知事  済みません。私も全てについて賛成でございます。 

 その上で、少し補強的に申し上げますと、１つ目の、岐阜県さんがおっしゃられた高

規格道路の関係でございますが、今大村知事さんからもお話ありましたけれども、サプ

ライチェーン、物の流れというのは非常に大きいわけでございまして、そういう意味で、

今名古屋を中心にした広がりの高速道路ネットワークができていますけれども、やはり

甲信越と縦貫するような中部縦貫道。こういった道路がさらに整備されますと、物流が

非常に革命的によくなるということでございますので、ぜひとも急いでやっていただき

たいということ。 

 それから、もう１つはリニアの関係ですが、実は個人的で恐縮ですが、リニアモータ

ーカーの岐阜県駅は中津川市にできるんですが、私、中津川市の出身でして、うちの実

家から歩いて５分のところに駅ができるという状況でして、今は３時間半ぐらい東京ま

でかかるんですけれども、家を出て、東京というか、役所まで例えば行こうと思うと１

時間で行けるようになるわけです。本当に劇的でして、これは人の流れを変える。今ま

で、例えば岐阜県の飛騨地方に入ろうと思うと、一旦名古屋へ出てから戻るような形で

行くようになるんですけれども、岐阜県駅で降りて北に真っすぐ行けば高山にも行ける

ようになるということですので、大きく人の流れを変えて地方創生にも資する路線だと

思いますので、一刻も早くやっていただいて、大阪までつないでいただくと、今度は新

幹線、北陸新幹線と結ばれて国土強靭化にも資すると、こういうふうに考えております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○静岡県知事  よろしゅうございますか。名古屋市さんからどうぞ。 

○名古屋市副市長 三重県さんから提案のありました、リニア中央新幹線の開業効果の最

大化という話ですけれども、私ども、リニア中央新幹線の開業後のスーパー・メガリー

ジョンの効果を最大限に発揮するためには、名古屋駅のスーパーターミナル化というも

のが必要だと考えておりまして、非常に事業費等も相当規模の投資が必要でありますの

で、今年度予算でも100億円の基金を創設したところでございます。 

 そういったことで、時期を逸せずに着実に事業を進めるために、国家的なプロジェク
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トとして特別な支援といったものをしていただきたいというふうに考えておりますの

で、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○静岡県知事  よろしいですか。それでは私のほうからも一言お願いしたいと思います。 

 明日、リニア新幹線のルートにかかわる10都府県が期成同盟を形成された総会が開か

れるということでございますが、実はそのルート上に静岡県が入っているんですが、静

岡県がこの同盟会に入っていないということがございまして、先ほど大村会長さん、こ

れは期成同盟会の全体の会長は愛知県知事さんがお務めでございます。これはもう30年

ぐらいの歴史のあるところでございますけれども、この、ルートが静岡を通るというこ

とになったのは、もうつい数年前のことでございまして、全然お誘いがなかったわけで

すね。それで先ほど、インフォーマルではございますけれども、大村会長さんに「静岡

県も入れてください」と言いましたら、快く「ぜひお入りください」ということで、滞

りなく申請書を出しまして、あしたの総会で期成同盟会に入会をさせていただきまして、

リニアの果たす役割について、静岡県としてもいろいろと貢献をしてまいりたいと思っ

ております。 

 つきましては、きょう、先ほども、名古屋市のほうも、中津川駅ができるということ

で、実は通る都道府県には全て駅がつくられるという申し合わせが、約束ができている

ところでございます。残念ながら静岡県には駅がありません。したがって、駅周辺のま

ちづくり計画もつくりようがございません。そして、リニアが通るところの、言うとこ

ろのリニアインパクトというものが、いわばプラスの効果というのは見当たりません。

したがいまして非常に困っております。といっても、このスーパー・メガリージョンの

形成に反対するものではありませんで、そのあたりのところを、皆さんの知恵をお借り

したいということでございます。ちなみに、ルートが決まったのは平成23年のことです

けれども、その３年後に、南アルプスがエコパーク、ユネスコのBiosphere Reserves、

つまり生態系が人類の財産であるということになりました。そこを通るということをお

示しするために、三重県さんの知事の後ろに、リニア中央新幹線の整備計画として、静

岡県の１枚のPowerPointの資料をつけました。ちょうどこのユネスコのエコパークのど

真ん中をリニアが通るということでございます。実は、ここに 10の市町が、静岡県、長

野県、山梨県、これがユネスコのエコパークを預かっておりまして、これを今、「エメ

ラルドネックレス」と。緑のエメラルドですね。これが、静岡川根本町、伊那市、飯田

市、富士見町、大鹿町、南アルプス市、韮崎市、北杜市、早川町で、今これが構想が上
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っているところでございます。こうしたものとリニアというものを、どう両立させるか

ということが問われているというふうに存じます。 

 静岡県にとりまして、リニアかユネスコのエコパークか、どちらをとりますかと言わ

れれば、言うまでもなくエコパークであります。なぜかというと、何のメリットもない

からです。そういうことで、駅のことについても一緒に議論できないというのは、これ

はアンフェアではないかというふうに思っておりまして、したがって私は、三重県から

のご提言の「工事実施計画に基づき」というのは、こういうエコパークができたとかい

うこともございまして、こうしたことに対して柔軟に対応するために、これは省いてい

ただいて、したがって、何ていうんですか。「事業が着実に進むよう必要な支援及び措

置を講じる」ということだけにとどめていただきたいというふうに思っております。三

重県さん、いかがですか。 

○三重県副知事  ちょっと会長の愛知県知事のご意見をお伺いしたいと思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○愛知県知事  事前にいろいろお話ししていたんじゃなかったでしたっけ。 

○静岡県知事  それではとりあえずですね、私ども、期成同盟会にも入っていないので、

今のところはちょっと不規則発言であった可能性もありますので、とりあえずあしたの

総会で仲間に入れていただきまして、そして一応会長さんのＯＫをとっているので、関

係都道府県にご賛同いただきまして、さまざまにお知恵を拝借したいと、こういうわけ

でございます。 

 細かなことはまた事務的に調整するということで、それでよろしゅうございますか

（「はい」の声あり）。 

 では、そういうことでよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは次に、地方創生の推進に関する提言３件について、審議をすることにいたし

ます。 

 まずは、地方創生の実現に向けた国際広域観光の振興について、富山県の柿沢県理事

から提案趣旨のご説明をお願いします。 

○富山県理事  富山県理事の柿沢でございます。本日、石井知事が公務のため欠席させて

いただいております。大変恐縮でございますけれども、説明をさせていただきたいと思

います。 

11ページをごらんいただきたいと思います。 
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  国際広域観光の振興でございますが、これにつきましては、従来から富山県のほう

から提案させていただいているものでございまして、本文の下から５行目に書いてござ

います、「今後の、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催は、日本への関心が

高まる好機であり、中部圏の魅力をアピールしていくことが重要である」。そのための

支援の拡充についての要望・提言でございます。 

 以下、５つの大きな要望項目がございますけれども、それの柱につきましては昨年と

同じでございまして、まず１つ目の項目、「社会資本の整備促進」でございます。 

 （１）を追加いたしております。これは中部圏の重要な交通インフラでございます北

陸新幹線、リニア中央新幹線の整備促進を図ることを追加するものであります。 

 ２つ目の柱でございますけれども、「訪日観光客の円滑な受入れ体制・環境の整備」

でございます。 

 これにつきましては、（３）を追加いたしておりますけれども、これは昨年11月の中

部圏知事会議で採択された宣言にも記載されているわけでございますけれども、個人旅

行を行なう外国人旅行者が増加していることも踏まえまして、選択肢を増やすという観

点から、広域周遊パスの充実に対する支援の拡充を追加するものであります。 

 また、３つ目の項目でありますけれども、「国際観光交流」でございます。 

 これにつきましては、（１）を追加いたしておりますけれども、これは、訪日プロモ

ーションは、まず国が日本への誘客を進める。その上で地方への分散という考え方が重

要であるという観点から追加しているものでございます。 

 ４つ目の大きな項目は、「魅力ある観光地域づくりの推進」ということでございます。 

 そして、最後の５つ目の項目でございますけれども、「国際観光旅客税」に関してで

ございます。 

 これは、昨年度追加いたしましたけれども、全国知事会のスポーツ・文化・観光ＰＴ

からも提言されているものでございまして、引き続き提言していく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。 

○静岡県知事  はい、ありがとうございました。 

 それでは、共同提案されている石川県の竹中副知事さんからも、ございましたらどう

ぞ。 

○石川県副知事 それでは、共同提案といたしまして、外国人旅行者の地方への誘客に関
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して説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元の、石川県資料１をご覧いただければと思います。 

 本県を訪れます外国人の旅行者。これは、北陸新幹線金沢開業後急増いたしておりま

して、昨年は開業前の2.3倍、約 68万4千人となっております。そんな中、北陸新幹線を

利用しまして中部の観光地に立ち寄った後、京都・大阪を訪れる新たなゴールデンルー

トにつきましては、ＪＲが販売をする「北陸アーチパス」が順調に推移をいたしており

ます。中部国際空港でありますとか小松空港などを起点に中部の観光地を周遊する、「昇

龍道」についても、「昇龍道フリーバスきっぷ」でありますとか、「ＪＲ高山北陸エリ

ア周遊きっぷ」の販売は堅調に推移をいたしております。さらに本県では、小松空港の

国際便でありますとか金沢港のクルーズも好調でございまして、その利用者は、石川県

のみならず、立山黒部アルペンルートでありますとか、白川郷、あるいは東尋坊、永平

寺など、県外にも広く周遊をいたしておりまして、中部圏の広域観光の玄関口となって

おります。今年のラグビーワールドカップでありますとか、来年の東京オリンピック・

パラリンピックの開催などによりまして、外国人旅行者のさらなる増加が期待をされま

すことから、昨年秋の、この中部圏知事会議におきまして、各県市がこれまで以上に連

携・協力して海外誘客に取り組むことを宣言したところでございます。 

 国が実施する訪日プロモーションでの外国人旅行者を地方へ分散させる取り組みの強

化、並びに自治体が連携して実施する海外誘客への国のさらなる支援を提言したいと思

っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○静岡県知事  はい、ありがとうございました。 

 それでは続きまして、「世界的なスポーツ大会開催への支援について」。愛知県の大

村知事さんから、提案趣旨のご説明をお願いします。 

○愛知県知事  それでは、私どものほうから資料をお出しさせていただいておりますの

で、ご覧をいただければと思います。 

 まず１ページですね。ラグビーワールドカップ日本大会がいよいよ開幕ということで

ございます。先ほど川勝知事が言われたとおりでございまして、今年９月20日から、大

いに盛り上げていきたいと思います。 

 そして２ページ。「世界的なスポーツ大会についての国への提言内容」ということで、

２ページは東京オリンピック・パラリンピックで、こうした開催準備とか聖火リレー、

各地の産品の活用、そうしたものの支援を求めてまいりたいと。 
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 それから、２ページの下段ですが、2026年は、私ども第20回アジア大会を愛知・名古

屋でやります。ただ、これは会場は愛知県だけではできないところが幾つかありますの

で、ボートで岐阜県さんとか、静岡県さんには同じく自転車競技、それからアーティス

ティックスイミングといったこともお願いをさせていただいておりますし、さらに、サ

ッカーはアジアで非常に、最人気種目ということで、非常に競技場が足りませんので、

これもまた広域的にお願いをするということになるのではないかというふうに思ってお

ります。 

 ということもございまして、そうした意味で、ぜひこの点についても、国にいろんな

支援を要請をしていきたいということでございます。 

 それから３ページは、そうした東京オリパラ、アジア大会に向けてのさまざまな動き

ということを整理をいたしております。アジア大会については、５月30日に、先週組織

委員会を正式に立ち上げさせていただいたということで、これからしっかりやってまい

ります。 

 そして４ページが、こうした世界的なスポーツ大会が持つ力を地域振興に活用してい

くということでございますので、またこうした動きを国においてもしっかりとサポート

をしていただきたい。そういうことを、この提言に盛り込ませていただきました。何と

ぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○静岡県知事  知事さん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いて」。滋

賀県の西嶋副知事さんから提案ご趣旨の説明をお願いします。 

○滋賀県副知事 はい、ありがとうございます。 

 本県は、2024年に、このときには「国民スポーツ大会」と名前が変わるのであります

が、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会を開催することとなっております。ち

なみに、2021年には、三重県さんがそれに先立って開催をされるというふうに伺ってご

ざいます。 

 資料にもございますけれども、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位置づけられておりまして、開催地都道府県に対しまし

て必要な援助を行な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
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負担しているのが実情でございます。このことから、国に対しまして以下の事項につい

て提言をしてはいかがかと提案をいたします。 

 まず、大会運営費に係ります国の支援でございますが、開催地都道府県の負担に対し

て十分な支援とはいえない状況でありますことから、主催者として応分の負担をいただ

けるよう支援の充実を求めるものでございます。また、施設整備費につきましても、既

存の支援制度では、上限額の設定や予算枠の問題等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しなければならない状況であ

りますことから、各支援制度の拡大・充実や支援に必要となる予算の確保を求めるもの

でございます。 

 あわせまして、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

の充実によりまして、地方の負担の軽減も求めたいと思っております。 

 また、国体、国民スポーツ大会における民間活力の導入につきましては、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、協賛の募集活動を行なっておられます

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、国民スポーツ大会におけ

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思います。よろしくお願い申し上げます。 

○静岡県知事  はい、ありがとうございました。 

 以上、地方創生の推進に関する３件の提言について、ご説明を賜りました。それぞれ

の提言について、もしご意見がございますれば、よろしくお願いします。 

○三重県副知事 済みません。 

○静岡県知事  それでは三重県さん、どうぞ。 

○三重県副知事 ３件とも大変賛同するわけです。 

 特に、今滋賀県さんが行なってきました国体等々への支援について、私ども、あと２

年に迫りました。非常に今、財政的にも厳しい中で、本当に財政確保できるのかどうか

という非常にしんどい中でやっておりますので、ぜひこの提言については、しっかりと

国のほうへ要望していっていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。ほかにございますか。 

○岐阜県副知事 よろしいですか。 

○静岡県知事  どうぞ。 
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○岐阜県副知事 先ほどアジア大会のご紹介がございましたけれども、既に本県に対して

は、ホッケー会場として川崎重工ホッケースタジアム、それからボート会場として長良

川国際レガッタコースということで、本県独自・独特な施設がございますから、これに

つきましては全面的に協力させていただきたいと考えております。 

 サッカーの話がございましたけれども、非常に試合数が多いということも聞いてござ

います。その中でも、ただどの県もですが、かなり施設の運用の確保が非常に難しいと

いうこともありますので、よく相談させていただきたいというふうに考えております。 

 また、オリンピック・パラリンピックに関連しまして、文化のＰＲも非常に重要だと

考えておりまして、本県では2020年の１月から、オリンピック開催の７月までの毎月、

本県では 32の地歌舞伎保存会がございまして、日本有数ということもあるものですか

ら、地歌舞伎の勢ぞろい公演というのをやろうとしてございます。そうした動きが各県

でもあろうかと思いますので、文化活動、文化イベントに関する財源確保についても強

くＰＲをしていただければというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○静岡県知事  ありがとうございました。ほかにございますか。 

 それでは、修文についてはございませんでしたので、提案いただきました文案を採択

し、国へ提言することとさせていただきます。ご協力いただきましてありがとうござい

ます。 

 それでは続きまして、防災対策の推進に関する提言でございます。３件ございます。

まずは「総合的な流木対策及び海岸漂着物・漂流物対策の推進について」。富山県の柿

沢県理事さんから提案趣旨の説明をお願いします。 

○富山県理事  総合的な流木対策等についてでございます。これにつきましては、本県に

おきまして従来から提案させていただいているものでございます。 

 具体的には記載の５項目でございますけれども、昨年と特段の変更はございません。

１番から３番までにつきましては流木対策でございまして、１番目、「ダム湖における

流木の安全な捕捉施設と効率的な回収処理方法の早期開発と整備の推進」。２点目、「渓

流等における流木対策施設整備の推進」。３点目は「荒廃森林の整備の推進」。 

 ４番、５番につきましては漂着物等の対策でございまして、４番目、「海岸漂着物等

の回収・処理の補助事業、また交付税措置など地方負担の軽減。また湖岸における漂着

物等の処理についても補助事業の対象とすること」。 

 また、最後、５点目でございますけれども、海岸及び湖岸への漂着物の未然防止のた
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め、河川ごみの回収・処理に要する費用について、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。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 続きまして、「火山防災対策の強化について」。岐阜県の神門副知事さんから提案趣

旨のご説明をお願いします。 

○岐阜県副知事 岐阜県資料のPowerPointをお願いしたいと思いますが、これにつきまし

ては、長野県様と共同で従来から提案させていただいております。平成26年９月に発生

した御嶽山噴火により明らかになった課題に対して提言をしているところでございまし

て、国におきましても一定のお答えをいただき、成果が見られていると感じております。

しかしながら、平成30年、昨年１月に本白根山で噴火がございまして、そこでもやはり

同じような、監視体制や登山者の安全確保などの課題が明らかとなり、より一層の拡充

が必要ということを再認識をしたところでありますので、引き続き強く要望をしていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○静岡県知事  ありがとうございました。それでは、共同提案をされている長野県の小岩

副知事さんからございましたら、どうぞ。 

○長野県副知事 ありがとうございます。 

 本県、岐阜県と共同提言させていただいておりますけれども、本県では、市町村が火

山対策の施設整備ということで、退避壕ですとか退避舎を整備する際に、国の補助に上

乗せして県独自で補助をするという制度を設けております。ただ、山岳地帯でこうした

施設を整備しますと、例えば標高が高いものですから、資材運搬にヘリが必要になるで

すとか、あるいは悪天候の場合が多くなりますので、どうしても作業日数が長くかかる

といったような点から、財政負担が非常に大きくなるという実態がございます。国に対

しましては、こうした実態を踏まえた支援策の充実をぜひお願いしたいという趣旨で共

同提案をさせていただいているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、「地震・風水害対策等の推進について」。これは本県からでご

ざいますので、私のほうから提案趣旨の説明をさせていただきます。 

 静岡県からは、地震・津波対策の強化並びに風水害対策の強化。一貫して提案してご

ざいますので、継続提案ということでありますから、変更のございましたところだけご
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説明をさせていただきます。 

 まず、２の「地震・津波対策の充実・強化」の（１）でありますが、本年３月、国は、

「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン（第１版）」を

公表なさいました。この中で、地震発生可能性と防災対応の実施による日常生活、企業

活動への影響のバランスを考慮しつつ、より安全な防災行動を選択するという考え方が

重要であるから、南海トラフ大規模地震の発生可能性が高まったと評価された場合、地

方公共団体等がとるべき防災対応を検討して、あらかじめ計画として取りまとめるため

に参考となる事項が示されたところであります。 

 先週末、31日の金曜日に開催された国の中央防災会議では、このガイドラインを反映

する形で、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の修正が行なわれました。今後地方公

共団体におきましては、地域特性等を踏まえながら、事前避難等の防災対応を検討し実

施していくことになります。 

 本県では、静岡県版のガイドラインを今年度中に策定する予定でございます。今、関

係者の意見を伺いながら検討しているところです 

 国におかれては、地方公共団体がガイドラインに基づく事前避難等の防災対応を実施

するに当たりまして、実効性を担保するための法制度の整備、財政上の支援措置を講ず

るよう求めるものであります。 

 次に、同じく２の（３）でございますが、「津波防災地域づくりに関する法律」が施

行されまして、それに伴い、本県では津波災害警戒区域等の指定を進めており、平成28

年３月には、津波災害警戒区域、いわゆる「イエローゾーン」の指定を、東伊豆町、河

津町の２町において行ないました。また昨年３月には、全国初めてとなる津波災害特別

警戒区域、いわゆる「オレンジゾーン」の指定も伊豆市において行ないました。しかし、

多くの市町においては、区域指定による地域への影響等を懸念し、指定の判断には至っ

ていないというのが現状です。 

 こうしたことから、国におかれても、同法に定める区域の指定を促進するため、施設

の安全性確保対策や風評被害等の防止対策への財政上の支援、地域の実情に応じたさま

ざまな対策が円滑に進むよう、関係省庁の連携強化を求めるものであります。 

 最後でございますが、７でございます。「風水害対策の充実・強化」をごらんくださ

い。 

 昨年７月の西日本豪雨など、近年、豪雨、台風によって大きな被害が発生しています。
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これまでのハード対策に加えて、災害への事前の備えとしてのソフト対策がより一層重

要になっております。 

 本県では、住民が防災情報を即時に入手できるように、気象警報や避難指示、勧告な

ど緊急防災情報の通知を始め平時においてもハザードマップの確認などで活用できる総

合防災アプリを開発し、今月から新たに運用も開始いたしました。このような、事前の

避難を促し被害を最小限に抑える取り組みが重要でありますことから、地方自治体が実

施する風水害対策を推進するための財源確保並びに避難情報についてのさらなる周知啓

発を国に求めるものであります。 

 以上であります。 

 それでは、以上３件について、防災対策の推進にかかわるものでございますが、ご意

見があればお願いをいたします。よろしゅうございますか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○静岡県知事  はい、ありがとうございました。修正もございませんので、提案いただき

ました文案を採択いたしまして、国に提言をすることにいたします。 

 ちょっと時間が押したと思いましたんですが、皆様のご協力によりまして、一旦ここ

で休憩を取らせていただきます。10分余りということで、今２時15分ですので、２時25

分から再開ということで、お願いを申し上げます。ありがとうございました。 

          （休    憩） 

○静岡県知事  それでは審議を再開いたします。 

 ここからは、１つの提言ごとに審議をしてまいります。なお、福井県の杉本知事さん

は公務のために途中退席となりました。 

 提言12、「希望がかなう少子化対策について」。三重県の渡邉副知事さんから、提案

趣旨のご説明をお願いします。 

○三重県副知事 それでは、三重県資料をごらんをいただきたいと思います。 

 「希望がかなう少子化対策」というのは、従来から提言を行なってまいりましたが、

この中の特に、括弧書きになっております「社会的養育推進に向けた基盤の強化」につ

いて、変更をさせていただきたいので説明をさせていただきます。 

 資料の左上をごらんいただきたいと思います。 
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 「児童相談体制の充実と強化」ということで、まず現状でございますが、児童虐待件

数が毎年着実に増加をいたしておりまして、中部圏においても平成20年度から約３倍以

上に増えておるという状況でございます。 

 そのような中、三重県の取り組みとしまして、１つ目にあります「児童相談体制の強

化」という取り組みを進めております。１つの目玉が、今年度から新たに児童相談所、

実はこれは39年ぶりになるんですが、設置をいたします。そして、従来５つの児童相談

所、そして職員 189名で対応してまいりました。これに対して、国の交付税の単位費用

につきましては、児童相談所２カ所、職員101名ということになっておりまして、今回

新たに設置した児童相談所も含めますと、児童相談所６カ所、職員 207名体制という形

で進みます。いわゆる国の基準を上回る体制でこの対応を進めておるところでございま

す。 

 そして、今回「新プラン」と言われております「児童虐待防止対策体制総合強化プラ

ン」において、2022年度までに、いわゆる児童福祉司等のさらなる増員が必要となって

まいります。 

 そこで、提言内容の１に掲げてございますように、新プランによります児童福祉司等

の配置基準というのが示されるわけです。改めて、設置をしている、この児童相談所に

見合った地方交付税の措置等の財政支援の充実が大変重要であると思っております。 

 次に、課題にあります、「児相福祉司の増員及び質の向上」に書いてございます。こ

の新プランによりますと、当然全国的に児童福祉司が増員をされるという中で、当然そ

の職員をいかに活用するかという問題がありまして、児童相談所ではなかなかＯＪＴで

育てるのは限界がある。また質の確保も全国一律のことが望ましいということで、提言

内容１の２行目の後段内にありますように、国主導によります児童福祉司等の人材確保

でありますとか、育成システムの構築など、体制強化のための支援充実を求めていく必

要があると思っております。 

 次に、子どもの権利擁護についてでございます。 

 取り組みの内容として、「多機関連携の強化」というところにありますが、本県では、

子どもたちの心理負担を最小限に抑えるということを目的に、警察、検察と連携した共

同面接を実施いたしておりますが、試行的な取り組みの中で、さまざまな課題ができ、

本格的な実施が難しい状況が出ております。 

 また、課題の、「子どもの権利擁護に関する体制のモデルにありますように、児童虐
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待防止対策の強化に向けた緊急総合対策の一環として作成しますガイドラインに基づく

子どもたちの権利擁護のための体制整備の着実な実施に向けて、国が体制のモデルとし

て、ちょうど提言内容の２行目にございますように、体制のモデルとして、警察、検察、

福祉の連携のあり方を具体的に示すとともに、実施をしていきます地方自治体、民間団

体の取り組みに対しまして、環境整備、財政的な支援が必要と考えております。 

 次に、資料の右側の上にあります「里親養育包括支援体制の構築に向けた支援」でご

ざいます。 

 「現状」の項にありますように、平成29年４月の児童福祉法の施行に伴いまして、都

道府県が行なう業務として、里親の普及・啓発から児童の自立支援までの一貫した里親

支援。さらには養子縁組に関する相談支援が業務として位置づけられております。 

 「取組」にありますように、本県におきましては、里親施設を始めとした、関係者の

皆様としっかりと連携を強化し、里親等への委託を積極的に展開しますとともに、里親

制度の情報発信でありますとか、県内全域をカバーします里親支援専門相談員の配置、

さらには、海外で先進な取り組みでありますフォスタリングチェンジ・プログラムを導

入をいたしております。 

 しかしながら、「課題」の項にありますように、国においては、新しい社会的養護ビ

ジョンにおいて里親委託率をさらに向上させる方向を示しておりまして、この委託率を

向上させていくためには、里親登録数の拡大とあわせて質の向上が大変重要であります。

そのためには、包括的なフォスタリング業務の実施体制整備に向けた支援が重要であり

ます。 

 そこで、提言内容３にございますように、新たにフォスタリング業務に取り組もうと

している施設、団体、ＮＰＯなどに対しまして、事業準備期間に要する経費に柔軟に対

応できるような交付金の創設、現行補助制度の特例的なかさ上げなど、制度推進に向け

たインセンティブを与える制度創設が必要と考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○静岡県知事  どうもありがとうございました。 

 それでは、共同提案をされている石川県の竹中副知事さんからございましたらばお願

いします。 

○石川県副知事 それでは、お手元の石川県資料②をご覧いただければと思います。 
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 本県が実施をいたしました県民意識調査では、「子育てに関する不安」といたしまし

て、これは複数回答ではございますけれども、「経済的な不安」が約６割と大きくなっ

ております。これを取り除くことが重要であると考えておりまして、そこで本県では、

まずは第２子を育てやすい環境を整えるために、保育料につきましては、全国に先駆け

まして、国の負担軽減措置に上乗せする形で、平成28年度から第２子の保育料の無料化

を行っております。 

 また、病児・病後児保育でありますとか、放課後児童クラブの利用料につきましては、

本県独自に無料化を行いまして、第２子世帯に対する経済的負担の軽減を網羅的に実施

いたしております。 

 そんな中、本年10月から幼児教育・保育の無償化が実施をされますが、実施に当たっ

ては、資料の一番下に書いてございますけれども、地方負担が大きいため、国の責任に

おいて必要な地方財源を確実に確保していただく必要があると考えております。加えて、

経済的負担のさらなる軽減に向けまして、病児・病後児保育利用料でありますとか放課

後児童クラブ利用料の無料化を国の制度として拡充することについても、引き続き提言

をしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 以上、三重県、石川県両県さんからのご提言につきまして、ご意見があればお願いし

ます。 

○滋賀県副知事 座長、済みません。 

○静岡県知事  はい、どうぞ。 

○滋賀県副知事 滋賀県です。 

29ページの12の（１）の①でございますけれども、児童相談所の人員体制の強化に向

けた国主導の取り組みについての内容については本県から修文を提案し、文案に盛り込

んでいただきました。このことに対しまして感謝を申し上げます。 

 この内容は、先だっての近畿ブロック知事会においても本県から提案をさせていただ

いたものでございます。昨年12月に策定されました児童虐待防止対策体制総合強化プラ

ン、いわゆる「新プラン」におきまして、児童福祉司を、2022年度までに全国で2020人

程度増員することが示されまして、今後現場への大量増員が見込めるところでございま

す。しかしながら、現場の職員は複雑困難化する虐待対応に日々追われており、未経験

者の育成に対応できるだけの余力はなく、現場でのＯＪＴには限界がございます。 
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 そこで、虐待対応には全国一律に同様の質が確保されることが必要でありますことか

ら、各都道府県の職員が現場と養成機関等に身を置きながら、高度な専門性を習得して

いけるような全国的な育成システムの構築を求める内容を文案に入れていただきました

ことに対しまして、厚く感謝を申し上げ、この提言に強く賛同いたす次第でございます。 

 以上でございます。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、ご賛同いただきましたということもございますが、ほかにございますか。 

 それでは、この文案どおりでよろしゅうございますね。 

          （「異議なし」の声あり） 

○静岡県知事  それでは、文案を採択しまして国へ提言していくことといたします。 

 続きまして、提言の13になります。「環境保全型農業直接支払交付金について」。滋

賀県の西嶋副知事さんから提案趣旨のご説明をお願いします。 

○滋賀県副知事 座長、ありがとうございます。PowerPointと提案文をあわせてごらんを

いただきたいと思います。継続しての要望でございます。 

 環境保全型農業直接支払交付金につきましては、平成28年度から２年連続で全国の要

望額が国の予算額を上回り、交付単価が減額調整される事態となりまして、加えまして

平成30年度は複数取り組みへの支援の廃止、あるいはＧＡＰの要件化等によりまして、

取り組みが全国的に後退した次第でございます。 

 当該交付金は、自然環境の保全に資する農業生産活動を支援するものでございまして、

取り組みごとにコストに見合った単価を定め、生産者に作付け前に支援単価を示すこと

で取り組みを促す仕組みとなってございます。このため、対象となる取り組みを計画し、

準備した後で交付額が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

取り組むことができず、ひいては環境保全型農業の推進に支障を来す恐れがございます。 

 そこで、以下の２つの事項について提言をさせていただきたいと存じます。 

 １つは、現在農水省において制度見直しが進められております。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配慮されるとともに、

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設計、制度運営を図られた

いこと。 

 ２つ目は、各都道府県からの要望量に見合う十分な予算確保を図られたいこと。この

２点を要請するものでございます。 
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 以上でございます。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 ただいまの滋賀県さんからのご提言につきまして、ご意見があればお願いします。よ

ろしゅうございますか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○静岡県知事  それでは、ご提案賜りました文案を採択いたしまして国へ提言することと

いたします。 

 続きまして、「豚コレラ対策と感染拡大防止について」。岐阜県の神門副知事さんか

ら提案趣旨のご説明をお願いします。 

○岐阜県副知事 それでは、岐阜県資料のPowerPointをごらんいただきたいと思いますが、

この提言は、本県のほか、愛知、長野、滋賀の各県との共同提案とさせていただくもの

でございます。本来でありますと、古田知事からこの場でご説明を申し上げるところで

ありましたけれども、実は先ほど県庁でも発表させていただきましたけれども、本日岐

阜県におきまして、13施設目となりますが、豚コレラの発生が確認され、古田知事はそ

の陣頭指揮をとっておりまして欠席とさせていただいております。今回は、山県市、岐

阜市の少し北の市でございますが、そちらで約 8,000頭規模の農場での発生ということ

で、非常に大規模のため、自衛隊にも派遣要請しながら対応するということで、今まさ

に防疫措置に当たらんとしているところでございます。 

 昨年の９月でございましたが、岐阜県の養豚場で、国内では 26年ぶりとなる豚コレラ

が発生をしております。本県での防疫措置等に当たりましては、この中部圏知事会議の

各県の皆様にも、獣医師の派遣に大変にご協力をいただいておりまして、この場をお借

りして御礼を申し上げたいと思います。 

 しかしながら、この防疫対策の強化にもかかわらず、今年の２月には５府県で感染が

確認されるなど、いまだ収束が見通せない状況にあります。このため、関係省庁による

緊密な連携・協力のもと、総合的な豚コレラ対策ということで、適切な措置を求めてい

かなければならないというふうに思っております。 

 私からは、縷々10項目ございますが、特に３項目についてご説明を申し上げたいと思

います。 

 まず、「感染経路、発生原因の早期解明」ということでございますが、発生の都度、

農林水産省から疫学調査チームが派遣されまして、調査をしていただいております。徐々
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に調査結果をもとにしての豚コレラの感染経路の究明が図られておるところでございま

すが、感染につながる要因としての考察は幾つも挙げられておりますが、感染経路の特

定ということには至っていないという状況でございます。なかなか困難ではあるとは思

いますが、発生抑制には、農場で取り組むべき課題をより明確にしていく必要があると

いうことで、それには、それにつながるような、国による発生原因の究明を求めてまい

りたいと考えております。 

 次に、項目でいいますと９になりますが、「獣医師の確保等、広域的な支援体制の構

築」ということでございます。これまでの防疫措置では、発生県から農林水産省に対し

まして獣医師の派遣を依頼し、国のほうで調整をされまして派遣をしていただくという

スキームになってございまして、そのスキームのもとで、合計155名、国から 63名、他

の都道府県から 92名という非常にたくさんの獣医師の派遣を受けている状況でござい

ます。 

 ただし、前回愛知県と岐阜県等の複数農場で同時期に発生した際には、派遣人数が少

なくなるといったような状況もございました。今後、大規模農場や複数農場で同時に豚

コレラが発生するという場合も想定されますので、そうしたときにも迅速に防疫措置が

可能となるよう、多くの獣医師を速やかに手配できる広域的な体制の構築を求めてまい

りたいと考えております。 

 そして３つ目としまして、項目番号７の野生イノシシへの経口ワクチン散布でござい

ます。資料の２ページ目をご覧ください。これにつきましては、死亡または捕獲したイ

ノシシの陽性率ということを見ていますと、陽性率といいますのは、その豚が豚コレラ

にかかっていたかどうかということでございますが、その陽性率を見てみますと、昨年

11月までの過去の月は、およそ11％から 12％程度という状態でありましたが、本年の５

月になりますと73％が陽性であるということで、非常にイノシシの間で広がってきてい

ることが分かっております。 

 そこで、農場外でのウイルス濃度の減少も重要であるということから、野生イノシシ

の陽性率の減少のための何らかの対策実施が不可欠ということでございまして、本年３

月から、農林水産省の主導のもとで、我が国で初めての取り組みとなる野生イノシシへ

の経口ワクチンの散布を開始してございます。 

 第１期は1,500カ所に５万 2,000個を散布しまして、70％がイノシシに摂取をされてお

ります。 
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 これまでのサーベイランスの結果、ワクチンが効いている、抗体を持っている個体が

15頭発見されておりまして、経口ワクチンの効果が少しずつあらわれ始めているのでは

ないかと考えているところでございますが、引き続き推移を見ていく必要があろうかと

思っております。 

 今後、第３期まで、１年かけてワクチンの散布を行なう予定としておりますけれども、

その中で、散布の効果の分析・評価が重要となってございますので、今後も国におきま

して、ワクチンの安定的な調達確保を図るとともに、その実効性・有効性の評価を国主

導で実施することを要請してまいりたいというものでございます。 

 以上でございます。 

○静岡県知事  はい、ありがとうございました。 

 共同提案されています愛知県の大村知事さんからございましたらば、どうぞ。 

○愛知県知事  では、私からも、この豚コレラ対策について申し上げたいと思います。愛

知県の資料、２枚ありますが、現状も含めてご覧をいただければと思います。 

 愛知県では、２月から５月にかけまして、10例32農場で豚コレラが発生し、これまで

５万1,390頭の豚を殺処分し防疫措置を行なってまいりました。また、あわせて野生イノ

シシへの対策ということで、豚コレラ陽性イノシシが確認された、岐阜県境の犬山、春

日井の山間に加えまして、小牧、瀬戸においても経口ワクチンの散布を行なっておりま

す。 

 また、このエリアの養豚農場における早期出荷、陽性野生イノシシが見つかったとこ

ろの半径 10キロというところを早期出荷できないかということが国のほうからの要請

でありますが、私どもは、今回の瀬戸と小牧に１件ずつそういうのがありまして、２件

でありますけれども、そこのところに今話をしておりまして、早期出荷に対応するとい

う方向で、今協議を進めているところでございまして、この６月議会にもその補正予算

を出してまいります。またそういった面で、対策をしっかりと進めていきたいと思いま

す。 

 なお、一番多く発生している、本州でも有数な養豚団地があります渥美半島田原市に

おきましては、野生イノシシから陽性は出ておりません。間違いなくそれは人か車が運

んだということだろうと思っておりますが、結果、そのルートはわからないということ

でありますので、とにかくこれは、ここで消毒措置を重点的にやるということを、法律

に基づいて発動いたしまして、今一生懸命やっているところでございます。 
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 あわせまして、もともと渥美半島には、そもそも野生イノシシは20年前までいなかっ

たと。あそこは山が切れていますので、人が持っていったのではないかと。今推定 740

～750頭が生息しているんじゃないかと言われているので、イノシシがいるというだけ

で感染リスクがありますので、とにかくこれはもう、ゼロにすると。全部根こそぎとる

という方針を決めて、徹底的にやっていこうということで、 740～750頭のところで 550

頭とっても減らないんです、それだと。増えるので。ですから740～750頭全てをとり切

るという形で取り組んでおりまして、そういった感じで予算も６月に出してまいります。 

 いずれにしても、ここにあるように、さまざまな対策、そして野生イノシシ対策につ

いても、鳥獣害防止対策等々も含めて、予算措置を国もしっかりやってほしいというこ

とを、個別には話をしておりますが、引き続き要請をしていきたいと思います。 

 そして、最後にもう１つ、海外からの侵入防止対策ということで、私どものところは

国際港湾が３つございますが、何といっても中部国際空港がありますので、そこに近隣

諸国から豚コレラ、アフリカ豚コレラが発生をして、そういったものに感染した肉製品

が入ってくるということを、何としても水際で止めたいということで、ここの２ページ

に書いてあるような侵入防止対策をしっかりとやっておりますので、引き続きこの辺を

しっかりとやっていきたい。 

 なお、私、５月に中国へ行きましたが、中国の国内線では、機内食に豚肉を使った料

理が出てきましたけど、日本から中国に行く、中国から日本に行く路線には機内食に豚

肉は出てきませんでした。それは徹底しているということだそうでございまして、そう

いう意味では、また引き続き、とにかく何としても入れない。とにかくアフリカ豚コレ

ラが入ってきたら手に負えませんので、何としても水際で防止するということで、全力

で取り組んでいきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。そのほか共同提案を、長野県さん、

滋賀県さんからもございますので、まず長野県の小岩副知事さん、ございましたらどう

ぞ。 

○長野県副知事 はい、ありがとうございます。本県でも今年の２月に豚コレラが発生い

たしました。本県では、豚コレラのまん延防止対策としまして、個別の農場が設置して

います防護柵や防鳥ネットへの財政支援を県単独で行なっております。 

 この提言集の項目の５の中で、「野生動物の侵入防止対策の強化」というところで書
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かせていただいておりますけれども、この財政支援に関して、国では、国庫補助事業と

しまして、消費安全対策交付金というのが実はメニューとしてございます。その中に、

「農場バイオセキュリティーの向上」ということで、野生動物の侵入防止対策をする場

合には補助が出るメニューはあるんですが、要件としまして、地域協議会という形で、

家畜の所有者であったり、行政であったり、獣医師等々関係者が寄って集まって、必要

な対策を検討して、課題を抽出してという段取りを踏まないといけないという課題がご

ざいまして、今回のように、まさに緊急な対策が必要になるという場合には必ずしもマ

ッチしないんじゃないかという問題意識がございます。 

 そういったことも踏まえまして、個別の農場での対策。これは今補助の対象外になっ

ておりますけれども、こうした部分についてもしっかりと対策を講じていただく必要が

あるんじゃないかということを思いまして、この項目の５を入れさせていただいたとい

う趣旨でございます。よろしくお願いいたします。 

○静岡県知事  はい、ありがとうございました。それでは続きまして、滋賀県の西嶋副知

事さん、お願いします。 

○滋賀県副知事 ありがとうございます。PowerPointの資料にもございますが、その左半

分のほうで見ていただきますと、本年の２月に本県の近江八幡市で発生をいたしました。

左のような状況で、全て処置は完了いたしておりまして、その後の発生はございません。

県の豚の飼養頭数につきましては、愛知県さん、あるいは岐阜県さん等々と比べまして、

はるかに小規模ではございますけれども、依然として野生イノシシを介した養豚場への

伝播が懸念をされているところでございます。豚コレラ発生によります風評被害防止対

策など、地域のみならず、全国で取り組んでいく課題も少なくないと認識いたしており

ます。 

 つきましては、本県といたしましても、関係省庁による緊密な連携協力のもと、総合

的な豚コレラ対策の強化を図られるとともに、別紙提言書に示しておりますような10項

目の事項について、特段の措置を講じられるよう強く求めたいと考えております。 

 以上でございます。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 ４県の知事さんからご提言がございました。ただいまの提言について、ご意見があれ

ばお願いをいたします。 

○岐阜県副知事 座長、済みません。 
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○静岡県知事  はい、どうぞ。 

○岐阜県副知事 共同提案をいただきまして、本当にありがとうございます。私から、情

報提供といいますか、今、国、そして岐阜県、愛知県で取り組んでいることに関しまし

て、若干ご説明をさせていただきたいと思います。 

 我々のパワポの資料の後に、参考資料としまして、縦紙でございますが、「豚コレラ

対策の流れ」とした紙を用意させていただいております。これにつきまして情報共有し

たいと思います。 

 国はこれまで、一番最初に「１」とあります１つ目の「農場における飼養衛生管理基

準の遵守」を、予防・まん延防止の基本として行なってきたところであります。我々と

してもそれに努めてまいりました。 

 次に、先ほど申し上げたような野生のイノシシの侵潤の状況がありますので、この野

生イノシシを介した豚コレラの感染拡大の防止ということで、２つ目の「野生イノシシ

への経口ワクチンの投与」というものがなされたということでございます。 

 他方、感染が他県にも拡大し、特に我が県の養豚業界からワクチン接種を求める声が

高まる中で、４月下旬に国が打ち出されたのが３つ目の「飼養衛生管理強化のためのク

リアリング」という手法でございます。我々県内の業界からは、「防疫指針に定めのあ

る緊急ワクチン接種を」という声もあるところでございますが、この国から打ち出され

ましたクリアリングという対策は、防疫指針に位置づけのない、農家が任意に選択する

制度ということで、国から提案があったものでございます。 

 その内容は、ここに書いてあるとおりでございますが、簡単に申し上げると、売れる

豚は早期出荷をして、売れない豚などは、レンダリングという言い方をしますが、と殺

した上で破砕処理をし、一旦豚舎を空にすると。空にしている間に豚舎をリフォームし

て、衛生管理のレベルが上がったところで再開をするという仕組みでございます。これ

に対して一定の補助金を出しましょうということでございます。 

 先ほど大村知事からもご説明がありましたけれども、本県は若干実情が異なる部分が

ございまして、先ほど申し上げたように、きょうも加えますれば、13施設が防疫措置の

対象となっておりまして、飼育頭数でいえば11.8万頭中の5.1万頭、率にしますと43％が

既にと殺処分されているという状況にありまして、既にその末端の、と畜をされている

方、それからさらには流通の業務をされている方にも非常に大きな影響が既に及んでい

るところであります。そうした中で、このクリアリングという措置を実施すれば、その
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と畜場以下の川下の流通業者が、ほぼ取り扱いがゼロになるというようなことであり、

経営上の死活問題となることもありまして、丁寧な説明が必要と考えているところでご

ざいます。 

 そのため、これまでにも国からご説明をいただく機会を、県とともにでございますが、

生産団体、と畜流通業者など関係事業者向けにも２回設けて、個々の32農場が対象とな

っておりますが、この農場に対しても、先週から今週にかけて国と一緒に回って意見交

換をしてきているところでございます。 

 その中でも、実は意見もいろいろさまざまでございまして、我々としては、国と一緒

になってこの意見を整理していかなければならないというふうに考えているところであ

ります。そうした状況にあることをご報告させていただくとともに、こうしたケースで

ございますが、今岐阜県で特に起こっているわけでありますけれども、海外由来とされ

る家畜伝染病が野生動物を介して拡大をしていくという、これまでにない事態が発生し

ているというふうに認識しておりまして、こうしたケースは、今後全国どこにでも起こ

り得る。先ほどアフリカ豚コレラのお話もございましたけれども、どこでも起こり得る

問題というふうに考えてございます。ぜひローカルな問題と捉えることなく、防疫力を

高めるための政策対応を、今まさに国を挙げて行なっていくべきとの訴えを強く行なっ

ていきたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

○静岡県知事  どうも貴重な情報ありがとうございました。 

 何か、ほかにご意見ございますか。これは緊急を要することでございますが、提案を

いただいた文案を採択してよろしゅうございますか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○静岡県知事  それではそのようにさせていただきまして、次の提言に移ることといたし

ます。 

 続きまして、「農林水産業の成長産業化に向けた研究開発支援の充実について」。石

川県の竹中副知事さんから提案趣旨のご説明をお願いします。 

○石川県副知事 はい、よろしくお願いします。それでは、お手元の石川県資料③－１を

ご覧いただきたいと思います。 

 担い手の高齢化でありますとか、後継者不足などで厳しい状況にあります農林水産業

を今後とも産業として維持発展させていくためには、他産業のノウハウの導入でありま

すとか、あるいは特色ある農林水産物のブランド化を進めて担い手の収益力向上を図っ
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ていくことが重要であると考えております。 

 まず農業分野でございますけれども、他産業と連携した取り組みを２つご紹介させて

いただきたいと思います。 

 稲作におきましては、ハウスで苗を育てまして、トラクターで水田を耕し、田植機で

苗を植えるといった、複数の機械で行っていた従来の作業を、アタッチメントを取り換

えることで、耕起から直播までを１台で行う。コマツさんと協力しまして、コマツの多

機能ブルドーザーと直播栽培を取り入れることで、生産コストの４割を削減する取り組

みを進めておりまして、現在農業法人での大規模実証を行っているところでございます。 

 もう１つは、トマトでございますけれども、トマトのハウス栽培は、夏はハウス内が

高温になるため春と秋にしか収穫をできないんですけれども、外気を地下水で冷却する、

これもコマツさんですけれども、コマツの冷房装置と、それから光は通しますが熱は遮

断する、今度は東レの遮熱シートを活用することで、夏にも収穫できるようにし、収量

の５割増しを図る取り組みを進めております。 

 次に、資料の③－２をご覧いただければと思います。 

 農林水産業の収益性を高めるためには、つくったものを売る産業から、売れるものを

つくる産業への転換も大事であるというように考えております。例えば、本県では、資

料左上ですけれども、県の農業試験場が14年の歳月をかけて開発をいたしました、大粒

でルビーのような赤い色が特徴の、「ルビーロマン」というブドウ。これはほかにはな

い、すぐれた特徴を持つ農林水産物のブランド化を進めております。 

 来年春には、これも11年の歳月をかけて開発いたしました、大吟醸用の酒米。これは

「石川酒68号」と今いっております。年内に愛称、ロゴマークを募集したいと思ってお

りますけれども、これを使った地酒が市場デビューする予定でございまして、今年度は

ＰＲに取り組むことといたしております。 

 続きまして、資料の③－３をご覧いただければと思います。 

 林業分野でございますけれども、他産業と連携した低コスト化の取り組みを進めてお

りまして、１つはコマツのＩＣＴを活用いたしまして、これまで人手によって行ってお

りました伐採前の森林資源量の調査をドローンにより行うと同時に、伐採時の丸太の計

測を自動で行う機械を活用することなどによりまして、生産コストの25％削減を図る取

り組みでございます。 

 もう１つは、主伐を円滑に進めるため、ドローンの撮影画像から、ＡＩ技術を用いま
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して、木の種類でありますとか大きさを判別し、森林境界の推定作業を効率化するシス

テムを開発中でございます。 

 これまで本県の例を申し上げましたけれども、中部圏の各県市におきましても、さま

ざまな取り組みが行われていると思っております。こうした、生産性でありますとか収

益性の向上に向けました取り組みの要となるのが、農業試験場を始めとした試験研究機

関であると考えております。こうした中、農林水産省の予算は、圃場でありますとか農

業機械の整備といったハード面の支援が中心で、地道で長い期間を要する、研究開発で

ありますとかブランド化への支援は決して十分とはいえない状況であると考えておりま

す。農林水産業は、地方にとりましては基幹産業でございます。地方創生を進めていく

ためにも成長産業化は不可欠であります。 

 そこで、農林水産業の収益性向上に向けた研究開発に対する国の支援の拡充・強化を

ぜひ提言をしたいと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。 

○静岡県知事  はい、ありがとうございました。 

 まことにもっともなご提言だと存じます。ただいまのご提言にご意見があれば、お願

いいたします。よろしゅうございますか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○静岡県知事  ありがとうございました。提案いただきました文案を採択いたしまして国

へ提言していくことといたします。 

 最後でございますけれども、「若年がん患者対策の推進について」。本県から提案趣

旨の説明をさせていただきます。 

 これは今回新たに提案するものでございますが、平成28年の全国がん登録速報により

ますと、がんの患者さん99万5,132人のうち、０歳から39歳までの、小児またＡＹＡ世代

と言われる方たちのがん患者数は２万4,592人ということのようでございます。若年がん

患者に対しましては、この世代特有の対策が必要です。そのため、昨年３月に閣議決定

された第３期がん対策推進基本計画を踏まえ策定した、第３次静岡県がん対策推進計画

では、小児がん、ＡＹＡ世代のがん医療の整備を新たな柱といたしました。がん治療に

よって失った免疫を取り戻すためにはワクチンの再接種が必要となりますが、その費用

は全額自己負担となっておりまして、患者さんの家族の経済的負担は小さくありません。

また、近年医療の進歩に伴い、治療中あるいは治療後の社会復帰の可能性が高まってい
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ます。若年がん患者にとっては、抗がん剤投与などのがん治療による出産への不安、あ

るいは抜け毛等の外見の変化等に伴う悩みが、がんを克服して人生を取り戻す妨げにな

っております。さらに、介護保険制度が適用されない40歳未満のがん患者の家族さんに

とっては、在宅での介護、またその経済的な負担は重いものでございます。 

 このため静岡県では、本年度から若年がん患者を対象とした助成制度を創設し、生殖

機能温存療法にかかってくる費用、あるいはウィッグ――かつらですね――や乳房補整

具の購入費用、終末期のがん患者に対する居宅サービスや福祉用具の貸与に関する費用

等を支援しているところであります。 

 このような支援制度は、現状では各自治体が独自に実施しているということでござい

まして、住んでいる地域でも支援に差異が生じています。しかし、本来は国民が等しく

支援を受けられることが望まれる姿でございますので、国において統一した支援制度の

創設を求めるものであります。 

 以上であります。 

 いかがでしょうか。何かご提言ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

          （「異議なし」の声あり） 

（３）その他（決議）

○静岡県知事  ありがとうございました。それではこの提案を採択いたしまして、国へ提

言していくことといたします。 

 これで、ご提案いただきました提言について、審議は終了いたしました。 16項目の提

言について、若干ご意見の調整をすべきところもございましたので、その調整を事務局

を通してやりまして、中部圏知事会として国へ提言していくことといたします。 

 続きまして、議事の（３）「その他」に入らせていただきます。 

 まずは「子どもの安全確保に対する取組み」の決議について、本県のほうから説明を

させていただきます。 

 先般川崎市で、スクールバスを待つ児童らが殺傷されるなど、各地で子どもが犠牲に

なる事件や事故が発生しております。本県でもこうした事件が昨年６月に発生いたしま

した。先週、30日のことですが、全庁的な会議を立ち上げまして、オール静岡で子ども

の安全対策に取り組むことといたしました。社会の宝である子どものかけがえのない命
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を社会全体で守っていかなければなりません。 

 そこで、皆様がお集まりのこの機会に、子どもの安全確保について連携協力し、全力

で取り組んでいく意思を示すべきであろうと考えまして、中部圏知事会として提案する

ものであります。 

 それでは、決議案を読み上げさせていただきます。 

 先月28日に、神奈川県川崎市多摩区で、スクールバスを待っていた児童らが襲われ、

２人が死亡、17人が重軽傷を負うという、大変痛ましい事件が発生いたしました。幼い

子どもたちが被害に遭ったことに強い怒りと憤り、そして、悲しみを禁じえません。 

 また、先月８日には、滋賀県大津市において、散歩中の保育園児の列に車両が突っ込

み、幼い命が失われる事故も発生しております。 

 お亡くなりになられました方々の御冥福とともに、負傷された方々の一日も早い御回

復を心からお祈り申し上げます。 

 子どもをめぐる事件・事故は、極めて憂慮すべきことであり、子どもの安全を何とし

ても守らなければなりません。御遺族、御家族の方々は言うまでもなく、仲の良い友達

を突然に奪われた児童などの心の傷の深さを思うと、このような事件・事故を二度と生

じさせない取組みが、一刻も早く求められています。 

 私たちは、子どもの安全確保に対する取組みについて、決して妥協することはありま

せん。これからも、地域ぐるみ、社会総がかりで少しの揺るぎもなく着実に進めていき

ます。 

 中部圏知事会は、このような事件・事故が二度と起こることのないよう、子どもの安

全確保について、警察や国、市町村など関係機関とも連携、協力し、一致結束して『One 

for All Children,All for Every Child』の精神で全力で取り組んでいくことをここに決議い

たします。 

 令和元年６月５日 中部圏知事会 

 以下、知事さんの名前を記してございます。 

 この決議について、ご意見があればお願いします。 

○滋賀県副知事 座長、よろしくお願いします。 

○静岡県知事  はい、どうぞ滋賀県さん。 
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○滋賀県副知事 滋賀県でございます。 

 この決議の案文の中にも書いていただいておりますとおり、先月８日に、当県大津市

の県道交差点におきまして、歩道上で信号待ちをしていた園児等の集団に交差点内で衝

突した自動車が突っ込み、園児２名が死亡、１名が重体、保育士を含む13名が重軽傷を

負うという、大変痛ましく悲しい事故が発生いたしまして、県内はもとより、全国にそ

の悲しみの輪が広がったところであります。このような悲劇を二度と繰り返さないよう、

園児等の移動経路における必要な交通安全対策を推進していくことが急務となってござ

いまして、この決議案は、まさにその願いを込められたものだと、強く賛同いたします。 

 県といたしましても、発生後直ちに、大津市、それから関係機関と協力をして、とる

べき対応をしております。緊急安全確認調査といたしまして、県管理交差点におきまし

て、１日当たりの交通量が１万台以上の箇所 600カ所をリストアップし、緊急の調査に

入っておりまして、現在その取りまとめを行なっているところでございます。 

 あわせまして、保育士さん、そして園児さんの心のケアにも、大津市や県当局、それ

から関係機関とも協力して、全力をもって取り組んでいるところであります。 

 この件につきましては、先月５月21日、22日両日にかけて、滋賀県知事を先頭に、石

井国交大臣を始め、関係省庁に対して、交差点の安全確認調査を行ないました結果に基

づく対策への財政的な支援、あるいはまた園児さん等への移動経路など、今後の交通安

全対策に関する支援の強化、特別の予算確保につきまして強く要請を申し上げたところ

でございます。そのようなことからも、今回の決議案に対しましては、強く支持し賛同

いたします。 

○静岡県知事  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

          （「異議なし」の声あり） 

（３）その他（各県市ＰＲ事項）

○静岡県知事  それでは皆様方のご賛同をもちまして、決議といたします。 

 それでは次に、各県市から、特にＰＲのご要望がございましたらば、若干時間がござ

いますので発言をお願いしたいと存じます。 

 それじゃ、愛知県の知事さんからどうぞ。 
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○愛知県知事  それでは、時間がまだあるようでございますので申し上げます。 

 お手元の、愛知県からお示しをした資料の中にですね、大規模国際展示場「AICHI SKY 

EXPO」という資料がございますので、ご覧いただければと思いますが、先ほど申し上

げました、今年の８月30日に、愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」を開業いたします。

この資料に書いてありますが、総面積、大体空港島の中に、私ども、県の土地29万平米

の一枚地の土地がありまして、そこに平屋の建屋９万平米、うち展示場の面積が６万平

米、あと会議室とかホワイエとか、いろんなものを入れて９万平米でございますが、そ

れを今回８月30日にオープンをいたします。日本初の国際空港直結型の展示場でありま

す。この規模でいきますと、東京ビッグサイト、幕張、インテックス大阪の次、４つ目

ということに相成ります。また、日本初の常設保税展示場ということにもなります。 

 ということで、８月30日にオープンをさせていただき、こけら落としの行事は、その

次のペーパーにありますように、eスポーツの国際大会を、吉本興業と東海テレビと私ど

も愛知県で組んでやるということでございますので、日本で最大のeスポーツの大会にな

るというふうに思います。またぜひお時間があればお越しをいただきたいと思いますし、

８月30日金曜日夜のオープニングのときは、各県さんにもご案内をさせていただいてお

りますので、またお時間があれば、どなたか担当の方でも結構でございますので、また

ご視察を賜りますようにお願いを申し上げたいというふうに思います。 

 なお、先ほど申し上げましたが、秋の10月の中部圏知事会議、この愛知県でございま

す。そのときにはこれをご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたした

いと思います。 

 そしてもう１つが、「あいちトリエンナーレ2019」ということで、８月１日から10月

14日まで、今度は名古屋と豊田で現代アートの国際芸術祭を開催いたします。またお時

間があればお越しをいただければと思います。 

 以上です。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 ほかの県。はい、どうぞ。 

○石川県副知事  それでは、石川県のほうからお配りしたパンフレット、「国立工芸館 

2020 東京から石川・金沢へ」について、ご紹介させていただきたいと思います。 

 この国立工芸館でございますけれども、地方創生の一環でございます、政府関係機関

の地方移転として東京から金沢市へ移転することになっておりまして、建物は国の登録
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有形文化財でございます、旧陸軍の第九師団司令部庁舎、それから金沢偕行社を一部活

用いたしまして、東京オリンピックの開催前の開館を目指して、現在整備を進めており

ます。 

 パンフレットの裏面に記載がございますけれども、工芸館には、人間国宝であります

とか、日本芸術院会員の全作品1,400点を始め、現在の工芸館が所蔵いたしております美

術工芸品2,700点のうち約７割、1,900点以上が移転することになっております。 

 本県は工芸王国といわれておりますけれども、この工芸館の移転によりまして、日本

の伝統工芸を広く国内外に発信できるものと考えております。 

 また、このパンフレットには記載はしてございませんけれども、この開館に向けた気

運醸成を図るために、今年の11月から12月にかけまして、県立美術館において工芸館の

収蔵品を展示する名品展を開催するほか、秋の建物完成後は、建物を見学するツアーも

開催することとしております。工芸館が移転する兼六園周辺文化の森といわれていると

ころは、兼六園でありますとか金沢城公園、県立美術館など、歴史的建造物、あるいは

文化施設が集積するエリアでございまして、開館の折には多彩なイベントを実施したい

と考えておりますので、またぜひ足をお運びいただければと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 ほかの県のＰＲ。どうぞよろしく。 

○長野県副知事 ありがとうございます。長野県でございます。 

 資料の上から３分の１辺りに長野県資料を入れております。「G20」と書いてある資

料でございます。６月 15日、 16日、再来週になりますが、軽井沢町におきましてG20サ

ミットの関係閣僚会合ということで、「持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球

環境に関する関係閣僚会合」というものが開催される予定でございます。非常に、今後

の世界に向けて注目の高い分野についての関係閣僚会議でございますので、ぜひご注目

いただければと思います。 

 それに関連いたしまして、次の資料に、SDGsについて資料をつけさせていただきまし

た。 

 これは、国連で採択されました「持続可能な17の開発目標」というものでございます。

このSDGsにつきまして、長野県としても、この考え方を十分取り入れまして県政運営を

しているところでございますが、長野県は「SDGs未来都市」ということで政府から認定
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をされてございます。このSDGsの取組とあわせまして、この関係閣僚会合に取り組んで

まいりたいと思っておりますので、ぜひご注目いただければと思います。 

 以上でございます。 

○静岡県知事  はい、ありがとうございました。ほかにＰＲ。 

 じゃ、名古屋市さん。次に滋賀県さんということで。 

○名古屋市副市長 名古屋市でございますけれども、資料の後ろから３つ目なんですが、

「ぼうさいこくたい」について、ご説明させていただきます。 

 「ぼうさいこくたい」でございますけれども、昨年度は東京都で開催されました。名

古屋市では初開催となります国内最大級の総合防災イベントでございます。名古屋市が

開催地として選定された理由といたしましては、南海トラフ地震の発生が予測される地

域であること。それと、今年は災害対策基本法の制定のきっかけとなりました伊勢湾台

風から60年の節目であることなどがあります。 

 「防災を、もっと日常に」をテーマに、防災に関するさまざまなセッションを始め、

ワークショップ、ポスター展示、屋外イベント、体験型ブースなどによりまして、専門

家からご家族連れまで、幅広い方が防災を学ぶことができる場となります。防災担当者

を始め、地域の皆様などに広く周知いただきまして、ぜひ当日は足をお運びいただき、

防災を学ぶ機会としていただきまして、中部圏域の防災力が向上する一助になればと思

っております。名古屋駅から歩いて10分ほどで行ける、笹島地区といった、元の鉄道操

車場の跡地でございますので、名古屋駅からも近いので、ぜひお越しいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○静岡県知事  はい、名古屋市さんどうもありがとうございました。 

 それでは滋賀県さん、どうぞ。 

○滋賀県副知事  ありがとうございます。後ろから５～６点目ぐらいの資料でございま

す。この茶色い「わくわく どきどきしが探検」という、ちょっと小ぶりなパンフレッ

トについて、まずご説明いたします。 

 滋賀県では、毎年小学校４年生から中学校３年生を対象に、県政等に対する意見や提

言を募集し、子ども議員というのを任命しておりまして、子ども議会などを開きながら、

議場で知事や関係部長が子どもたちの質問に答える、そのような取り組みをしておりま

す。平成29年度の子ども県議会におきまして、「子どもにも楽しい観光を」というテー

マで、「子ども向けの観光パンフレットを作成してはどうか」という、子どもさんから
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の提案がございました。これを受けて、その時点での子ども議員さんのうち18人の皆さ

んが編集委員を務めまして、このような子どもさんの目線から見たパンフレットをつく

ってくれました。県としても初めての取り組みであります。ぜひまた一度見ていただき

たいと思います。 

 それから、ちょっと予告はしておりませんが、次の世界農業遺産という、これだけご

紹介をさせていただきます。 

 昨年度、日本農業遺産の認定をいただきました。その中で、今年世界農業遺産にチャ

レンジする、そのような機会もいただくことができました。今後ＦＡＯの審査を受ける

ことになりますけれども、琵琶湖の、漁業を含むトータル的な「琵琶湖システム」とい

うもので世界農業遺産を目指したいと思いますので、皆さんどうかご支援のほうをよろ

しくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○静岡県知事  はい、どうもありがとうございました。 

 それでは岐阜県さん、どうぞ。 

○岐阜県副知事 ありがとうございます。 

 パンフレットのちょうど真ん中ぐらいになりますけれども、「明智光秀」と書いたパ

ンフレットを入れております。現在は「いだてん」ということで大河ドラマが放送され

ておりますが、実は来年は、明智光秀を主人公とした大河ドラマ「麒麟がくる」の放送

が決定をしております。岐阜県出身の明智光秀でございます。本県や滋賀県をはじめ、

光秀ゆかりの地をめぐる観光客の増加を期待しているところであります。 

 特に、ドラマの前半は、岐阜城（稲葉山城）が舞台となるようでございまして、2020

年のこの圏域の広域観光の核の１つになるものと思っておりますので、さまざまな形で

のコラボレーションなど、ご協力をお願いしたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

○静岡県知事  はい。 

○三重県副知事 済みません。 

○静岡県知事  それじゃ、三重県さん、どうぞ。 

○三重県副知事 三重県でございます。後ろのほうの資料で「熊野古道伊勢路」というパ

ンフレットがございます。 

 これは、熊野三山を結ぶ古来からの道。それぞれ和歌山、奈良、三重３つの県にまた

がる道でございまして、これが世界遺産に登録されて、今年で 15年目を迎えるという節
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目でございまして、その15年の節目に当たりまして、７月７日をスタートとして、さま

ざまなイベントを各地域において取り組みます。ぜひともこの機会に熊野古道を訪れて

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○静岡県知事  はい、ありがとうございました。 

 それでは、これで一応皆さん言っていただいたので、私の静岡県のほうでございます

けれども、先ほど「日本平夢テラス」のほうから、上から見えたかどうか、これが駿河

湾フェリーでございまして、非常にきれいな船でございまして、これは県と近隣の３市

３町で、この４月から運営をしているところでございます。走るのが大体１時間５分で、

清水港と伊豆半島の土肥、土肥から清水港ということでございまして。海上の道、それ

が「県道 223（ふじさん）」ということで、ちなみに天皇陛下のお誕生日も２・２３で

「富士山の日」ということでございますが、「県道 223（ふじさん）」号を運航してい

るということでございます。大変美しい船旅で、あまり船が揺れることはありません。

ぜひこれを利用していただければと。今また、４月から６月までＤＣキャンペーンをや

っておりますので、お楽しみいただければと存じます。 

 以上でございます。 

 それでは、これにて各県市のＰＲも終わらせていただくことにいたします。 

 それでは最後に、今年秋に開催することになっております第 111回会議の開催でござ

いますけれども、申し合わせにより愛知県さんにお願いすることになっておりますので、

大村愛知県知事、また会長さんのほうからご挨拶をいただければと存じます。よろしく

お願いします。 

○愛知県知事  では、最後に一言。 

 きょうは、川勝知事さん始め、静岡県の皆様に大変お世話になりましてありがとうご

ざいました。川勝知事さんの円滑な運営で、この会もスムーズに進んだということで、

心から感謝を申し上げます。 

 今お話をいただきましたように、今年の秋、10月は、次の中部圏知事会議は愛知県が

開催当番となっておりますので、しっかりと準備を整えて皆様をお迎えしたいと思いま

す。そして会議の会場を、この８月30日に開業するAichi Sky Expoを会場にしたいと。会

議室はいっぱいありますので、そこを会場にしたいというふうに思います。そして、会

議前の視察では、このAichi Sky Expoを始め、中部空港の空港島の本体ターミナルからこ
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の会場に至るちょうど真ん中辺に、ボーイング787の試験機の１号機を４年前にボーイ

ング社からいただきまして、それを「野ざらしはいかん」と言われたので、格納庫をつ

くって、それを見てもらうというミュージアムをつくりましたので、ついでに、ボーイ

ング社の本社はシアトルですので、シアトルの皆さんの協力もいただいて、「シアトル

テラス」という、シアトルのベースの飲食・物販16のお店に入ってもらって、そういう

複合商業施設「FLIGHT OF DREAMS」を昨年10月にオープンし、そことAichi Sky Expo

と、そしてＬＣＣターミナルが今年９月20日にオープンします。それを全部空中回廊で

結んで、屋根をつけてやるということで、それはもう全て10月には完成しておりますの

で、またぜひそちらのほうもご覧をいただきながら、またそこで会合をしていければと

思います。 

 ちなみに、そうした形でやっておりますので、ぜひ二本目の滑走路に向けてですね、

先ほど名古屋市さんからもご提案いただきましたが、今一生懸命運動をしております。

ぜひこれを、早いところそうした形で具体化をしていきまして、さらに多くのお客さん

を、国内外からこの中部地区に来ていただいて、そしてまた昇龍道ルートへも来ていた

だいて、中部地区をめぐっていただく。また中部空港から入り、関東、東京に行ったり

関西に行ったり、また逆もあると思いますので、そういった方たちのためにも、やはり

中部空港をしっかり整備したいと思います。何とぞ皆様方のご支援をよろしくお願いし

ます。 

 それでは、秋の中部圏知事会議、愛知で待っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○静岡県知事  どうも会長さん、ありがとうございました。 

 それでは以上をもちまして、令和元年最初の、また会議としましては第 110回になり

ます中部圏知事会議を閉じさせていただきます。本日は皆様のご協力を賜りまして、無

事に座長を務めることができました。心から御礼を申し上げます。 

６  閉 会  


