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第１１１回 中部圏知事会議 議事録 

日 時   2019年10月28日（月） 13：26～15：32  

場 所   愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」会議室 

１ 開会 

【司会】  ただいまから第111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。以降の撮影は記者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、山

崎富山県副知事、中西石川県副知事、太田長野県副知事、平木岐阜県副知事、由布滋賀県

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、鈴木三重県知事におかれ

ましては、ご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、中部圏知事会会長であり、今回の会議の開催県である

愛知県の大村知事からご挨拶を申し上げます。 

２ 会長・開催県知事挨拶 

【愛知県知事】  皆さん、こんにちは。愛知県知事の大村秀章です。ようこそ愛知へ。

そしてまた、中部国際空港にお越しいただきましてありがとうございます。一言ご挨拶申

し上げます。 

 愛知県が中部圏知事会議の開催当番を務めるのは、2013年の秋に、中部圏知事会議が100

回目ということで、記念の会をやらせていただいて以来、ちょうど６年ぶりということに

なります。今回は111回ということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 まずは、先般台風19号を始め、各地の水害等々で、関東・東北地方を中心に、また、中

部圏では長野県さんを始め、多くの地域で河川の氾濫、土砂災害による甚大な被害が発生

しておりまして、亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、被災され

た皆様にお見舞いを申し上げます。一刻も早い被災地域の復旧・復興ということで、私ど

もも全力で取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 
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 話は変わりますが、会場の真ん中の花をご覧いただきたいと思います。よくよく見ます

と、白い花は菊の花でございますが、花びらの形状が、かがり弁、かがり弁菊という、ち

ょっと先が曲がっているような、こういう花を、2017年に愛知県農業総合試験場が開発を

したということでございまして、愛知は56年連続、花の産出額日本一でございますので、

こういったものも、しっかりと取り組んでいければと思います。 

 さて、何点か申し上げます。今日は、まず皆様に午前中ご視察をいただきました中部国

際空港でございますが、その中部国際空港に、この「Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ」と

いう国際展示場を８月30日にオープンいたしました。その中で、延床面積は全部で９万平

米でございますが、これは会議室も付けております。また多くの皆さんにご利用いただけ

ればと思います。そして、去年10月12日にオープンしたフライト・オブ・ドリームズ、そ

れから、今年９月20日にオープンしたＬＣＣ向けターミナルということで、ご視察をいた

だきました。 

 2005年に開港した中部国際空港は今年で15年目を迎えました。旅客数は順調に伸びてお

りまして、昨年度は、これまで最多だった開港直後の数字を上回って、過去最高となる

1,236万人を記録いたしました。今年はさらに伸びておりまして、今年の国際旅客便の冬

ダイヤ、この秋以降の冬ダイヤでありますが、１週間で455便となりまして、昨年、１年

前は339便だったので、100便以上伸びております。何とか今年は、1,350万人は超えても

らいたいなと思っておりまして、その先の二本目滑走路の整備に向けて、引き続き取り組

んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

そして、この中部国際空港に、ＬＣＣ向けターミナルができましたので、中部各地域に

インバウンドのお客さんがたくさん来ていただけるように、皆さんと一緒にしっかり取り

組んで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「Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ」では、ＭＩＣＥの誘致も取り組んでおり

まして、2019年11月、そして2020年11月と、２年連続して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を開催いたします。各県選手団の皆さんにお越しをいた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 また、2020年10月には、この「Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ」でワールドロボットサ

ミットというロボットの見本市と、ロボカップのアジアパシフィック大会もやりますので、

よろしくお願いを申し上げます。 

 また、この中部国際空港島では、自動運転やロボットなどの最先端の技術の社会実装に
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向けた社会実験も推進しております。また後ほど申し上げますが、引き続きしっかりと取

り組んでいきたいと思います。 

 また、愛知県の新たな取組として、スタートアップ企業への支援の拠点を、名古屋・鶴

舞公園の南隣りに県の土地がありますので、そこで「ステーションＡｉ」というものをつ

くって、スタートアップの支援拠点としていきたいと思っております。また、2022年秋の

ジブリパークのオープンに向けて整備を進めておりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、先週、東京モーターショーで岐阜県さんと一緒に会見させていただきましたが、

2020年11月19日から４日間、世界ラリー選手権、ラリージャパンを愛知・岐阜で開催する

ということで決定をいたしましたので申し上げました。万博公園を拠点にして、そこに仮

設のピットをつくってチューンナップと整備をして、そこから豊田、岡崎、新城、設楽と

恵那、中津川の６市町でラリー選手権をやるということでございまして、モータースポー

ツの一つの大きなイベントでありますので、ぜひ多くの皆さんにお越しいただけるように、

またしっかりと盛り上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 今日の会議では、本県からの提案によりまして、「近未来技術の社会実装に向けた取組

について」を協議のテーマとさせていただきました。進化が著しい近未来技術の実用化は、

産業・経済のさらなる成長の原動力でありますとともに、その活用によって様々な社会的

課題の解決が期待される大変重要なテーマであります。中部圏のさらなる発展と９県１市

の連携の強化に向けて、本日の会議における活発で有意義な議論をお願いいたしまして、

私からのご挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願いします。ありがとうござい

ました。（拍手） 

３ 座長選出 

【司会】  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、開催県の知事が務めることになっております

ので、大村愛知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、記者席か

らお願いいたします。 

 それでは、知事、お願いします。 

【愛知県知事】  それでは、早速座長を務めさせていただいて議事を進めさせていただ
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きたいと思います。本日の会議は、記者会見等の都合もございまして、15時30分の終了を

予定しております。ご協力をよろしくお願いします。 

 それでは、議事に入ります前に、まず長野県さんから、特にご発言の申し出を受けてお

ります。長野県の太田副知事、よろしくお願いいたします。 

【長野県副知事】  長野県副知事の太田でございます。冒頭、時間をいただきましてあ

りがとうございます。 

 このたびの台風第19号におきましては、全国的な大きな被害がある中、本県においても

４名の方の命が失われ、また9,200世帯を超える住宅被害が発生しておりまして、いまだ

に避難生活をしている方もたくさんいらっしゃいます。お亡くなりになった方々、そのご

家族の皆様には心からお悔やみ申し上げるとともに、被災された方に心からお見舞い申し

上げたいと思います。 

 その中で、中部圏知事会の皆様におかれましては、発災直後から、中部９県１市応援協

定に基づきまして多くの応援職員を派遣していただいているほか、被災市町村に対しまし

ても直接対口支援など、全面的なご支援を賜っております。この場をお借りしまして厚く

御礼を申し上げます。ありがとうございます。長野県といたしましては、被災された方々

が一日でも早く元の平穏な生活を取り戻せるよう、全力を尽くしてまいりたいと考えてお

ります。しかしながら、被害は甚大であり、国、関係機関、地元市町村との協力の上でも、

復旧・復興には相当な時間がかかることが予想されております。 

 皆様の県市におかれましても、職員の不足等の状況があることは重々承知しております

が、中・長期的にも応援職員を派遣していただくようお願いすることがあろうかと存じま

す。その際は引き続きのご協力をお願い申し上げます。本当にありがとうございます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

【愛知県知事】  中部圏の同じ地域であります長野県さんであります。我々としても全

力で応援をしていきたいと思いますので、各県市さん、よろしくお願いを申し上げます。

多分、息の長い対応になろうかと思いますが、よろしくお願いします。 

４ 議事 

（１）協議話題 

   「近未来技術の社会実装に向けた取組について」 
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【愛知県知事】  それでは、議事に入らせていただきます。 

 最初の議事は協議話題であります。時間は１時間半程度を予定しておりますが、まず私

から、今回の協議話題の提案の趣旨と愛知県の取組についてご説明をさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 手元の資料をご覧いただきながら、お聞きをいただければと思っております。 

 今回の協議話題は、近未来技術の社会実装に向けた取組についてとさせていただきまし

た。愛知県の資料をご覧いただきたいと思います。 

 提案の背景でありますけれども、第４次産業革命が進展をする中で、ＡＩ、ＩｏＴや自

動運転、ロボット、ドローン、空飛ぶクルマなどの近未来技術の社会実装に向けた世界的

な競争が激化をしているところであります。近未来技術の社会実装に向けては、地域の特

色や強みを生かした実証フィールドでの社会実験を積み重ね、技術レベルや社会的受容性

を高めていくことが重要であり、各県市の取組について情報共有・発信を行うことで、社

会実装に向けた知見の蓄積、社会機運の醸成を図っていくことが必要だと考えております。

このように、近未来技術の社会実装に向けた取組を効果的に進めるためには、９県１市が

連携して取り組むことが重要と考えております。 

 そこで、今回の会議では、各県市の取組をご紹介いただくとともに、連携や方向性につ

いて意見交換を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 そこで、愛知県の資料、１ページをご覧いただきたいと思います。我々がどういったこ

とをやっているかをご紹介いたしますが、ここではこういう課題が、自動運転、介護・リ

ハビリ支援ロボットなどぐるりと、サービスロボットまであるということでございます。

こうしたことに取り組んでおりますし、来年、2020年10月にはワールドロボットサミット

2020、ロボカップアジアパシフィック2020あいちもこの会場でやっていくということでご

ざいまして、またしっかりと取り組んでまいります。 

 そして、まずはその中で、具体的に２ページ、自動運転分野についてご紹介をいたしま

す。愛知県では、全国に先駆けて将来の自動運転サービスの実現を目指し、県自らが先導

して最先端の実証実験に挑戦することで、自動運転の開発促進、社会的受容性の醸成、規

制緩和の推進を牽引いたしております。実質的には2014年度からずっとやっておりまして、

４、５、６、７、８、９と、これで６年目ということになりますが、２ページはこれまで

やってきたものをご紹介いたしております。 

 そして、３ページをお開きいただきたいと思います。今年度、2019年度は３カ所でやり
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ます。これは実験というよりも、実用化に向けてそれぞれ違ったタイプのものをやるとい

うことでありまして、一つ目は①で、集客施設内モデルということで、万博公園の中で自

動運転カートを使いまして、ハンドルのないカートを使ってＡＲ（拡張現実）のエンタメ

体験などもやる、オンデマンドの予約もやるということで、中をぐるぐるお客さんに乗っ

ていただけるようなことをやって実用化に向けていきたい、それが一つ。二つ目は、住宅

で郊外モデルということで、三河湾には有人の島が三つございますが、そのうちの観光と

漁業の島であります日間賀島というのがありますが、そこは１周４キロの島内道路があり

まして、実は信号が１個しかないと。その信号は、要は島の人に信号とはこういうものだ

と知っていただくためのもので、信号として使っているものではないんですけど。そこに

自動運転の小型バスを用意して、そこでぐるぐると観光客を乗せていくようなことを実験

するというのが二つ目。三つ目はこの中部国際空港、空港島において国際展示場と駐車場

との間を自動運転車で移動するとか、様々な最新技術を使うことをやっていきたいと思い

ます。それが自動運転。 

 そして、次の４ページは空飛ぶクルマについてでございますが、これは愛知県内にプロ

ドローン、スカイワード・オブ・モビリティーズ、それから、ＳｋｙＤｒｉｖｅといった、

空飛ぶクルマを開発しているベンチャー企業等々がありますので、そうした企業をしっか

り後押ししてやっていきたいということでございます。 

 それから、５ページですが、空飛ぶクルマの開発実証フィールドとして、万博公園のそ

ばにあります「知の拠点あいち」とか、豊田市の中にそういったものをつくって、今実際

に開発をしているということであります。 

 それから、６ページはリハビリ遠隔医療・ロボット実証プロジェクトということで、こ

れはリハビリ遠隔医療支援システム、リハビリ支援ロボットの開発実証を、藤田医科大学、

国立長寿医療研究センター、名古屋市立大学等とこういった企業と連携をして、今取組を

進めているところでございます。 

 それから７ページは、同じくリハビリ支援ロボットを、藤田医科大学を中心に今進めて

おります。 

 それから、８ページがドローンの実証支援ということで、県の土地を使って、無料でこ

うした形でドローンの実証試験をやっていただいているということ。 

 それから、９ページは、今年度は山間部における荷物輸送をテーマとした実証実験も行

っていきたいと思います。それぞれ南知多や山間部、そうしたところで実証実験を進めて
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いきたいということでございます。 

 それから10ページは、これからロボットの国際大会ということで、ワールドロボットサ

ミット2020とロボカップアジアパシフィック2020あいちを来年10月にここ「Ａｉｃｈｉ 

Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ」で行います。それから、サービスロボットの開発実証実験を支援する

ということで、補助事業も用意をして今応援をさせていただいております。 

 それから、12ページは、サービスロボットの社会実装推進事業の取組として、中部国際

空港や「Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ」をサービスロボットのショーケースと見立てて、

こうした様々なサービスをやっていく。これを来年の、その下にパンフレットがあります

が、ワールドロボットサミット2020や、ロボカップアジアパシフィック2020あいちにつな

げていきたいということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、私のほうから、愛知県の取組についてご説明をさせていただきました。 

 それでは、各県市の取組の状況、課題等について、それぞれご発言をいただきたいと思

います。なお、時間が限られておりますので、各県市さん、それぞれ６分ぐらいめどでお

願いしたいと思います。 

 それでは、まずは杉本福井県知事から順にご説明をお願いします。杉本知事、それから

川勝知事、それから富山県さん、石川県さん、長野県さんと、こういう形でお願いします

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、杉本知事、お願いします。 

【福井県知事】  ありがとうございます。まず、大村知事さん、また愛知県の皆さんに

は、今日、こういう会を真新しい場所で開催いただきまして、本当にありがとうございま

す。 

 ちょうど昨日、私も大阪の展示場にも行ってきましたけれども、こちらは本当にさらに

大きくて明るい、しかも設備もさらに最新になっているなというふうに感じさせていただ

いております。何か機会があれば、こちらは非常に大きいので、簡単には使えるものでは

ありませんけど、また何らかの形で貢献もさせていただければというふうに思っておりま

す。 

 また、長野県さんにおかれましては、先ほどお話がございましたけれども、本当に大変

な被害に対し、お見舞いを申し上げます。私が、役所に入ったばかりのときに長野県庁勤

務でございましたので、そういうこともありまして、長野市の区長さんからも連絡が来て、

大変だという状況もありましたので、すぐにボランティアと先遣隊を派遣させていただい
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ており、今もバスで毎日、福井からボランティアの方に行っていただいております。これ

からも継続させていただきますし、何かありましたら、おっしゃっていただければと思っ

ております。 

 それでは、福井県の資料をご覧いただければと思います。私どもから大きく４点、現状

についてご説明をさせていただければと思います。 

 まず一つ目が、１ページでございますけれども、超小型人工衛星、これを福井県でつく

って打ち上げるということをやっております。県民衛星と言っておりますが、要は衛星の

中身全てを県内企業だけでつくっていくということで、５年ほど前から取りかかっており

まして、どんどんそれが実用化まで進んできているというところでございます。左上の写

真が、県民衛星のイメージですけれども、来年４月から９月に、カザフスタンのバイコヌ

ール宇宙基地からソユーズで打ち上げることになっていまして、大きさは60×60×80のも

のをつくり始めたのですが、これもつくっているうちにどんどん技術の集積が進んで、要

は温度がプラス200度とかマイナス180度とか、そういうような宇宙空間の中でいろいろも

のに耐えるとか、振動に耐えるとかという研究をやってまいりまして、その結果として、

真ん中にありますけれども、既にほかのルワンダとか、それから、新しく東京大学で開発

されました、水を推進剤とする衛星、また、その真ん中の右のほうのガンダム衛星が、既

に本体を打ち上げる前に受注が始まっているという状況でございます。基本的に10×10×

30センチという衛星の中に、左上のほうのところにものを入れ込むというようなシステム

になります。また、噴射するところを、今東京大学のほうでは水でやるというようなこと

も研究をいただいております。ガンダム衛星の場合は、これは機構は簡単なんですけど、

ガンダムのフィギュアが出てきまして、下のところに電光掲示板があって、地球をバック

に東京オリンピックに対する応援のメッセージなどを流すというような仕組みになってお

り、一見簡単なんですけれども、衛星の10×10×30の大きさの右下のほうが駆動系になる

んだそうですけど、ここをぐっと圧縮すればするほど左上のほうがあいてきて、それだけ

商用化の道が開けるということなんだそうでして、今それを一生懸命小さくする、そうい

う技術を習得中です。それから、私どもの新しい県民衛星では、衛星から左下にあるよう

な写真を撮ったりして、いろんなデータの蓄積技術も育てていこうということでございま

す。 

 ２ページのほうをお開きいただきたいと思います。ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットの産業への

普及促進ということで、「ふくいＡＩビジネス・オープンラボ」を昨年11月にオープンさ
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せていただきまして、ビジネス活用の事例の紹介をさせていただいたり、子供たちにプロ

グラミング体験をしてもらうというようなことをしておりまして、既にこういったものを

導入するという企業も現れてきているというところでございます。それから、「ふくいロ

ボットテクニカルセンター」も昨年３月に、県の工業技術センターにオープンし、シミュ

レーションとして、こういうようなことができますよと機械を導入した上で見せているん

ですけれども、そういったことで参加者も増えてまいりまして、導入にも結びついている

というところでございます。 

 それから、３ページをお開きいただきたいと思います。自動走行車の社会実験というこ

とでございます。下のほうの絵の右下が大本山永平寺になります。以前、ここのところに

京福電鉄が走っていたのですが、廃線になりまして、歩道がずっと６キロばかりございま

した。そこのところに自動運転車を置きまして往復をするという社会実験を現在行ってお

ります。私もこの右上にある写真の車に乗ってまいりましたけれども、現段階はレベル２

ということで、一応ドライバーに当たる人が乗っていますが、全く手を添えることなく運

転を自動に行っているということでございまして、実用化に向けては、レベル３というこ

とで、オペレーター１名で、先ほど大村知事さんのお話もありましたけれども、遠隔で車

両２台以上、まずは２台なんだそうですけども、それ以上操作ができるような、そういう

ようなシステムにしていこうということでやらせていただいておりまして、現実に今、実

際に動いておりまして、週末は10分おきに出ていますけれども、これに乗車ができるとい

うような状況になっているところでございます。 

 続きまして、４ページをお開きいただきたいと思います。 

 福井県は、主に中山間地も多いんですけれども、スマート農業の実現に向けて努力をし

ているということでございます。今年、農水省の実証事業が全国69カ所において採択され

ていますが、うち三つが福井県ということでございます。一番左側の写真で手を挙げてい

るのが私でございまして、これは春先、田植えを体験させていただきました。また、稲刈

り体験もやってきました。今の機械はすごくて、田植えはまだ、Ｕターンするところは自

分で操作しなくちゃいけませんけれども、稲刈り機は全く手を触れる必要がなく、私でも

ずっと操作ができるというような状況になっております。両方とも体験をさせていただき

ました。一番右側の写真は、中山間地域で非常に重要なのがあぜのところの草刈りが非常

に大変ですので、こういった自動の機械を導入しているということで、現実にこれを導入

することで、コストはかかりますけれども、人件費が大幅に安くなるということで、可能



 -10-

性が広がっているというところでございます。 

 私からは以上でございます。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。これは自動運転なんですね、田植機は。 

【福井県知事】  自動運転なんです。１回だけ田んぼの周りをやってみると、その田ん

ぼの大きさを全部把握して、あとはパソコン上で絵を描くと勝手に動いていくと。 

【愛知県知事】  そういうことですか。 

【福井県知事】  １年目だけちょっと手間がかかるそうですけど、２年目からはものす

ごい楽だと言っていました。 

【愛知県知事】  なるほど、そうですか。ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、静岡県の川勝知事からお願いいたします。 

【静岡県知事】  どうも今日はありがとうございます。 

 このたびの台風19号は狩野川台風並みというふうに言われまして、私ども、昭和33年、

たくさんの方が亡くなられて、大変心配したのですけれども、狩野川本体の決壊はなかっ

たんですけれども、長野県の千曲川の決壊、あるいは阿武隈川流域での大勢の方たちが水

によって悲惨な結果になっておりまして、心からお見舞いを申し上げたいと思いますけれ

ども、静岡県でも死者が３名、床上浸水が900棟、床下が1,700棟と、田畑も相当やられま

して、水は、陛下も言われておりましたけれども、多過ぎても問題だし少なくても問題だ

と。いかに水の管理が重要かということを改めて感じた次第でございます。 

 それでは、愛知県さんの共通問題に関わる静岡県の取組につきまして、ご紹介させてい

ただきます。 

 表紙をおめくりください。 

近未来技術の社会実装の課題認識としましては、大きく三つ分けてございます。モビリ

ティー、農業、バイオでございます。このモビリティーにつき、また、農業につき、バイ

オにつき、それぞれ簡単にご紹介をさせていただきたいと存じます。 

 次のページをご覧ください。 

 モビリティーに関わるもので、ＶＩＲＴＵＡＬ ＳＨＩＺＵＯＫＡの構想というもので

ございますが、近未来技術の一つである、計測した対象物を実物に近い形で立体的かつ高

精度に再現できる３次元点群データ、これを使いまして、仮想の県土・ＶＩＲＴＵＡＬ 

ＳＨＩＺＵＯＫＡの構築を進めているところであります。この３次元点群データを活用い

たしまして、伊豆地域をモデルに交通弱者を対象とした自動運転による移動支援、あるい
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は災害発生時の異常箇所の早期発見などの実証実験に取り組んでいるところであります。

今後とも、インフラ管理、森林管理、観光等、様々な分野で活用することによりまして、

安全・安心の確保、生産性の向上、世界に向けた魅力の発信につなげていこうとしており

ます。なお、この産学官連携による取組を加速化させるために、取得データは全国に先駆

けてオープンデータ化しております。 

 次のページをご覧ください。 

 しずおか自動運転ＳｈｏｗＣＡＳＥプロジェクトでございますが、過疎地域等で高齢者

の移動手段の確保、県内企業の技術開発の促進等を目的に、2018年にプロジェクトを発足

いたしました。愛知県よりはちょっと遅れているのですけれども、産学官連携による自動

運転の実証実験を進めているところであります。自動運転に必要な高精度の地図は、民間

企業と連携いたしまして、県の持っている道路の３次元点群データから作成しているもの

であります。 

 次のページをご覧ください。今年度の実証実験は、自動運転等の開発を進める民間企業

や大学に加えて、交通事業者、自治体も参画し、地域性や道路環境の異なる県内４カ所で

実施する予定でございます。なお、このプロジェクトは、全国の先駆的取組として国交省

のスマートシティーモデル事業等に選定され、高い評価を行っているものでございます。 

 次のページをご覧ください。二つ目のテーマであります農業のＡＯＩプロジェクトでご

ざいます。ＡＯＩのＡはアグリカルチャーのＡ、ＯはオープンのＯで、Ｉはイノベーショ

ン、葵は静岡は徳川家のご紋でもございまして、ＰＡＲＣはプラクティカル・リサーチ・

アプライド・センターというものでございます。このＡＯＩ―ＰＡＲＣでございますけれ

ども、静岡県では、農業、食文化、それから、健康を総合した科学技術産業分野におきま

して、産学官金、そして農商工が連携したオープンイノベーションにより、新しい価値を

創造するＡＯＩプロジェクトを推進しているものであります。農産物の高品質化、また高

機能化とともに生産性向上を図り、農業の競争力と収益力強化を目指しております。プロ

ジェクトの拠点、通称ＡＯＩ―ＰＡＲＣはもともと東海大学の一つの学部があったのです

けれども、これが廃校になりまして、そこにこのＡＯＩ―ＰＡＲＣをつくっているわけで

ございますが、理科研並びに慶応大学が加わって、また民間事業者11社が入居しておりま

す。 

 次のページをご覧ください。農業生産現場の課題を解決するための研究用温室をＡＯＩ

―ＰＡＲＣ内に整備いたしました。ここでは、イチゴ、トマトの生育不良の解消、機能性
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成分や糖度の向上のための栽培管理技術の開発を行っております。研究成果を農業現場に

還元することで、課題解決と生産性向上に貢献をしていくものであります。 

 次のページをご覧ください。スマート農業実証プロジェクトでございます。農業の担い

手の減少、また高齢化による労働力不足に対応するために、ＩＣＴ、ＡＩ、ロボット等の

先端技術を活用したスマート農業の導入はもう待ったなしであります。本県には農産物が

339品目ございまして、その代表的な農産物が茶でございますが、県が代表機関となりま

して、お茶の生産者やＪＡさんとコンソーシアムを組織し、スマート農業技術導入に関す

る実証実験に取り組んでおります。具体的に申しますと、リモートセンシングの活用で分

散する茶園の管理作業の効率化を図ること、また、お茶の新芽のＡＩ解析による品質の均

一化等の実施を進めているところでございます。 

 次のページをご覧ください。マリンオープンイノベーションでございます。これはバイ

オという大きな項目の中で、海洋の生物に関わるものでございまして、これもマリンオー

プンイノベーション、ＰＡＲＣはプラクティカル・リサーチ・アプライド・センターの頭

文字であります。   

近年、バイオテクノロジーは飛躍的に進化を遂げているのはご案内のとおりでありまし

て、21世紀の基幹産業になることがほぼ間違いないでしょう。海洋資源については相当に

知らないことがございまして、新たな生物資源の発見など、高いポテンシャルを有してい

ると考えております。先ほど食事の時間に、富山湾は世界で最も美しい湾の一つというこ

とで日本で最初に認定されたものであり、その水深は1,000メートルだとお伺いしました

が、駿河湾の水深は2,500メートルということで、様々な海洋資源が眠っているというこ

とであります。この日本一深い駿河湾を擁し、多様な産業が集積する静岡県には、このマ

リンバイオテクノロジーを活用した新しい産業の創出ができると見込んでこれを発足させ

ました。 

 次のページをご覧ください。このプロジェクトを推進する上で、今年７月に推進機関、

一般財団法人マリンオープンイノベーション機構、通称ＭａＯＩ機構を設立いたしました。

このＭａＯＩ機構が中心となって、産学官金のネットワーク、ＭａＯＩフォーラムを立ち

上げまして、研究、事業化の総合的支援を行い始めました。また、来年秋には、中核拠

点・ＭａＯＩ―ＰＡＲＣを整備し終えまして、水産、食品、創薬とか化粧品、またエネル

ギーも含めて、そういった産業応用を進めていく予定であります。 

 最後のページをご覧ください。さらに、国際的に注目されている海洋プラスチックごみ
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問題などの解決につきましても、積極的に貢献するために、ｎｉｔｅ、これは独立行政法

人の製品評価技術基盤機構でございますけれども、そこと、東京工業大学などとも連携を

進めております。これらの取組によりまして、海洋産業の振興と海洋環境の保全の世界的

な拠点形成を目指していくということでございます。 

 以上、発表いたしました。ありがとうございました。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。 

 あれ、東海大学跡の施設は清水にあるものでしたか。 

【静岡県知事】  そうですね。清水というよりも、清水町に近い沼津にございまして、

清水港の、ちょっとややこしいのですが、こちらから行かれると、新東名で沼津のインタ

ーをすぐ降りたところに、もともと東海大学海洋工学部、それがあったところですが、学

生が集まらないというので全部退かれまして、そこにこれができたと。 

【愛知県知事】  なるほど。これができたと。 

 ありがとうございます。また後ほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、先ほど申し上げましたように、各県の副知事さんから、富山、石川、長野、

岐阜、滋賀、名古屋と、こういう順番でよろしくお願いします。 

 それでは、富山県さん、お願いします。 

【富山県副知事】  富山県の副知事の山崎でございます。今日は知事が所用により出席

できず、代理出席させていただいております。 

 まず、台風19号で被害に遭われました各県、また住民の皆さんに心からお見舞いを申し

上げたいと思います。長野県さんにつきましては、応援協定によりまして、富山県が主た

る応援県ということになっております。職員は、現地で一生懸命頑張らせていただいてお

りますが、本県だけでは対応できないということで、各県、また名古屋市さんにもいろい

ろと応援等についてお願いし、調整をさせていただいております。今後ともぜひご協力、

ご支援、よろしくお願いしたいと思っております。 

 それでは、資料に基づきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 １ページ目がロボットの関係でございます。富山県は産業用ロボットの本体に加えまし

て、その周辺機器も得意としている企業が多いところでございます。そうしたことで、と

やまロボット技術研究会というものを平成19年に設立しております。会員数は現在287名

でございますが、ロボット産業の創出、活性化でありますとか、ロボットの導入、利活用

を推進しているものでございまして、技術セミナーや展示会出展などを行ってきておりま
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す。このほか次世代自動車・ロボティクス富山フォーラムでありますとか、あるいは介護

ロボットの導入支援なども行っております。 

 次の２ページ目がＩｏＴ・ＡＩの関係でございます。これは平成29年９月に富山県Ｉｏ

Ｔ推進コンソーシアムを設置いたしまして、ワークショップでありますとか、県内の大学

生が企業と対話して生産性向上の方策を提案するというアイデアソンなどを行っておりま

す。その下にありますように、補助金や県の制度融資により導入を支援いたしますととも

に、一番下のほうでございますが、特に中小企業ではなかなかＩｏＴやＡＩの導入に手を

つけにくいといったこともありまして、まず導入指導者の育成をしようということで研修

を行い、そうした指導者を企業に派遣するという事業を行っております。右側の下のほう

でございますが、トライアル促進事業ということで、経営者層をターゲットとしたセミナ

ーを。また、補助金によりまして、まず小さな単位、スモールスタートからの着手を支援

しましょうということで導入促進を図ることにしております。 

 次、３ページ目でございますが、ＲＰＡの導入でございますけれども、これは、本県は

始めたばかりということで、今年度３業務程度で試行を行って今後拡充していこうという

状況でございます。右側のほうは市町村の取組でございますが、総務省の事業を活用させ

ていただいて、九つの市町村が、軽自動車の異動入力でありますとか、税の収納あるいは

後期高齢者の医療保険料の消し込みといったようなことに取り組むこととして、今はまだ

準備段階でございますけれども、そうした取組を進めております。 

 次のページでございますが、自動運転の関係でございます。自動運転につきましては、

左側のほう、平成29年11月に、富山県の南砺市の道の駅から世界遺産の合掌づくり集落が

ございます相倉の駐車場付近までの約８キロメートルについて、実証実験を実施したとこ

ろでございます。ご存じのとおり中山間地でございます。右下のほうに写真がございます

が、非常にガスのかかった見にくいところなどについての自動運転についても実験ができ

たということでございます。その右側、バス情報でございますけれども、来月11月から、

県内全域を対象としたバスロケーションシステムがスタートすることとなっております。

公営も民営も含めた全てのバスについて、バスロケーションシステムで時刻等がわかる、

バスの位置情報が確認できるということとしております。その前段といたしまして、標準

的なバス情報フォーマットによるデータ作成ということもやりまして、これをオープンデ

ータ化することによりまして、大手検索サイトでバスの時刻表の検索も可能になっていく

ところでございます。 
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 次のページ、ドローンですが、これはどこの自治体さんも実施しておられると思います

が、真ん中の下のほうに水中ドローンというのがあると思います。富山湾には定置網が張

りめぐらされておりますけれども、水中ドローンによりましてこの定置網内のクロマグロ

の動きを確認・分析しようと。そして、効率的な資源管理手法の開発をしていこうという

ことで、活用しているものでございます。 

 次のページがスマート農業の関係でございます。先ほど福井県知事さんのほうからご紹

介がありました。本県におきましてもスマート農業の推進コンソーシアムをつくりまして、

指導人材の育成とか情報収集などを行っておりますが、右側にありますように、面的普及

に向けたモデル実証ということで、大規模経営型モデル、これはどちらかというと自動運

転による大型の農業機械を導入していくモデル事業、その下、中山間地域振興型モデル事

業、これは除草ロボットというお話も先ほどございましたが、自動給水栓などを設けて、

労力の低減を図ったりしながら中山間地で作業効率を上げていこうと、こういったモデル

事業を実施しているところでございます。 

 最後に７ページ、５Ｇの関係でございますが、これは今年の７月、全国知事会議の際に

富山宣言ということで取りまとめさせていただいております。その際には体験コーナーと

いうことで、体験された知事さんもいらっしゃったかもしれませんけれども、こういった

ことで、今後私ども富山県のような地方のところにも、基地局の整備等をしっかりやって

いただきたいという思いがございます。そのほか右側には、ｅスポーツによる地域活性化

における本県の取組事例として、９月に「Ｔｏｙａｍａ Ｇａｍｅｒｓ Ｄａｙ 2019 

５Ｇ Ｃｏｌｉｓｅｕｍ」ということで、県内２カ所でスポーツの対戦会なども実施した

ところでございます。 

 富山県からは以上でございます。 

【愛知県知事】  ありがとうございます。 

 水中ドローンって、羽根が四つあるのですか、やっぱり。 

【富山県副知事】  水中？ええ。（実際は三つのスクリュー。） 

【愛知県知事】  ありがとうございます。また後ほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、引き続きまして、石川県さん、お願いいたします。 

【石川県副知事】  石川県副知事でございます。思いは同じでございますが、重複を避

けて、いきなり本題から入らせていただきます。 

 先ほど福井知事さんのほうから、生産性向上・人手不足への対応ということで、ＡＩ、
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ＩｏＴ、ロボットの産業への普及促進というお話ございました。石川県も８月の有効求人

倍率が2.03倍と、全国で２位という大変高い数字で推移をしておりまして、人手不足感は

依然として高いわけでございますし、人材の確保はあらゆる分野での喫緊の課題となって

おります。 

 そうした中で、本県の産業振興を始め、土木、農林水産等々のあらゆる分野で、ＡＩ、

ＩｏＴ、ＩＣＴ等の技術の普及ということが大変大事でございますので、本日は石川県の

取組の２点を、例示を挙げまして説明をさせていただきたいと思っております。 

 石川県の資料の１ページ目、建設工事のＩＣＴ施工の①という資料をご覧いただきたい

と思います。そこに書いてありますように、県内の建設業の就業者数というのが、この10

年間で１割ほど減っているという状況がございます。それに加えまして、高齢化もどんど

ん進んでいるということでありまして、当然建設業の働き方改革の推進によります担い手

の確保、そしてまた、生産性の向上というのは喫緊の課題となってきているわけでござい

ます。 

 こうした中、本県発祥の建機メーカーのコマツさんが、平成26年10月に世界で初めて自

動制御のＩＣＴ油圧ショベルを開発されました。このＩＣＴ技術によりまして、建設機械

の動きが設計データどおりに自動制御されるということでありますので、右のほうの絵に

ございますが、従来手作業で行っておりました施工前の測量、あるいは施工後の仕上がり

確認が不要になってきております。そうしたことで作業時間の短縮、作業員の安全性の向

上が期待されているわけでありますし、実際にＩＣＴモデル工事と隣接をしました従来型

の工事との作業実績を比べてみますと、おおむねのり面は２割とか、河川の土工は３割と

か、大体二、三割の作業量の軽減、こういうものにつながっているところでございます。 

 次に、資料の②でございますが、ＩＣＴ施工が普及することによりまして、建設業界、

そしてまた石川県、それからメーカー、三者それぞれの利点がございまして、言うなれば

この普及は一石三鳥の効果があるのではないかと。まず、建設業界におきましては、先ほ

ども言いましたが、熟練の技術に依存することなく、経験が浅い作業員の方でも正確な施

工が可能となっておりまして、人手不足の解消につながりましたし、県では、工期の短縮

によります事業効果の早期発現、そしてまた、施工精度の向上による安定した品質の確保、

安全性の向上が図られ、メーカーの立場でも、公共事業での実証を通して施工者ニーズを

把握することによりまして、技術改善や新たな技術開発につながることで、冒頭申しまし

た一石三鳥の効果が得られているということでございます。 
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 そういうことから、平成27年にコマツと石川県と協定を締結させていただきまして、Ｉ

ＣＴ施工の普及・拡大を図る、そういう取組を進めているところでございます。もともと

このＩＣＴ施工というのは、公共工事の設計単価にはなかったわけでありますが、コマツ

さんの協力もありまして、国にモデル工事として認めていただき、27年には全国に先駆け

て公共工事にＩＣＴ油圧ショベルを導入したところでございます。その後、平成28年度に、

ＩＣＴ施工が国の設計単価に盛り込まれたことを受けまして、順次道路整備や河川改良な

どの工種や実施件数を拡大しておりまして、今後これらの実績を積み重ねていきたいと考

えております。右のほうにございますが、コマツさんが、さらに粟津工場内に開設をいた

しました「ＩＣＴ建機デモセンタ」、これを活用しまして、現在県とコマツが協力するこ

とによりまして、建設業者等への研修の充実・強化を図っているところでありまして、こ

れらの施工をぜひ普及、拡大させていきたい、そして、建設現場の生産性向上につなげて

いきたいと考えております。 

 次に、企業のＡＩ・ＩｏＴ導入支援①という資料をご覧いただきたいと思います。先ほ

ど言いましたが、これらの導入は企業の生産性向上による競争力強化と同時に、人手不足

対策の面でも大変重要であると考えております。石川県では、平成28年からＡＩ・ＩｏＴ

の普及啓発などに取り組んでおりまして、その結果多くの企業にその重要性が浸透すると

いうことでございますし、この真ん中の図にありますように、各企業の取組の状況によっ

て課題に違いがあるということも明らかになってまいりました。こういうことを踏まえま

して、取組段階に応じて資金面、そしてまた技術面、人材育成面から総合的な支援策を講

じているところでございます。 

 次のページをご覧いただきたいと思いますが、まず、段階的に企業の課題に応じた助成

制度等々を設けていきたいと思っておりまして、資金面の支援としましては設備導入費の

助成制度を設けており、おかげさまで採択枠を上回る応募がありますことから、今年度は

助成枠を30件から60件に倍増をさせているところでございます。また、導入を前提として

具体的な検討を進める段階の企業には、技術面の支援が必要ということでございまして、

昨年10月に県の工業試験場内にＡＩ・ＩｏＴ技術支援工房を開設させていただきました。

この工房では展示実演のみならず、個々の企業からの相談に応じまして専門家が技術的な

指導・助言を行っておりますし、試作開発の支援も行っているところでございます。こう

したことは企業の導入に向けた判断材料となり得るわけでありまして、具体的な手法、留

意点などを見つけるきっかけにもなっておりまして、相談件数はこの工房開設前と比べま
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して４倍というふうに大きく伸びているところでございます。また、ＡＩ・ＩｏＴの活用

を検討できる人材がいないという企業につきましては、人材育成面の支援といたしまして、

座学だけではなく、企業の生産現場で機械の効率的な稼働を実現するためのセンサーや、

様々な質問に対して最適な答えを出すソフトウエアといったデモ機を体験する実践的な講

座も開設いたしているところでございます。参加した企業の担当者からは、「導入後のイ

メージが湧いた」といった声があるなど大変好評でございまして、こうした実践的な講座

というのは全国でも少ないようでありまして、いずれの講座も定員を上回っているところ

でございます。 

 さらに、一番下に書いてありますが、今年度から岐阜県さんと連携をさせていただきま

して、両県の先進企業の相互視察、そしてまた、企業間の意見交換を行う取組を実施して

おりまして、参加企業からは、「先進的な取組を実際に見ることができて大変勉強になっ

た」、「自社でも活用を検討したい」と大変好評であったとお聞きをいたしております。こ

うした取組を進めることによりまして、ＡＩ・ＩｏＴ導入に向けたきっかけづくりにつな

がっていって導入が進むことを期待しているわけでございます。なお、岐阜県さんとは来

年の１月ごろ、今度は石川県から岐阜県のほうにお邪魔していろいろ見せていただくと、

こういう計画もございます。 

 石川県では近未来技術の普及に向けた取組を進めておりまして、本県産業の生産性向上

に向けて実績を積み重ねていきたいと、このように考えているところでございます。 

 以上でございます。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。 

 それでは続きまして、次は長野県さん、お願いいたします。 

【長野県副知事】  それでは、長野県の資料をご覧いただきたいと存じます。表紙の裏

側、１ページでございます。 

 長野県におきましても、他県と同じように、これまでも様々な分野で個別の実証をやっ

てきたところでございます。今後はいかにこれを社会実装に進めていくかということがポ

イントでございまして、今日はいくつかの個別の実証事業をご紹介し、今後に向けての考

え方もご説明したいと存じます。 

 その下、２ページをご覧ください。一つの事例でございます。長野県、林業県でござい

まして、その中でもスマート林業ということを考えております。全国に先駆けて産学官が

連携いたしまして、スマート林業「長野モデル」の研究開発をしております。航空機レー
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ザー、あるいはドローンによりまして、効率的かつ詳細な資源情報を把握するとともに、

ＧＩＳに取り込んで収支分析とか木材生産計画を策定しております。伐採した木材量をス

マホでペーパーレスに検収し、クラウドを利用してリアルタイムで需給情報の共有、マッ

チングを行うことにより、森林管理、あるいは木材生産の大幅なコストの削減と高度化が

期待できるところでございます。 

 その次のページをご覧いただきたいと思います。ドローンを使った物流でございます。

ドローンについては様々な使い道がございますけれども、私どもの県中南部にあります伊

那市におきましては、山間地域もあることから、ドローンなどの様々な先端技術の実証実

験、特に中山間地における高齢者の買い物弱者支援、あるいは地域の振興ということでや

っておりまして、この図は細かいのでございますけれども、道の駅を拠点に一定の中山間

地内におきましてドローンを活用した荷物の配送の仕組みの構築事業を行っております。

それからもう一つは、伊那市を南北に走ります天竜川、それから、東西に流れる三峰川と

いう二つの川がございます。ドローンを走らせるときに、この長距離幹線航路とこの川を

使いまして、中心市街地と中山間地を結ぶ新たな物流を構築したいということで進めてお

るところでございます。 

 それから、４ページでございます。５Ｇを活用した除雪でございます。これは、スキー

の聖地でございます白馬村が実証実験の現場となっておりまして、スキーの聖地というこ

とは豪雪地帯でございまして、毎日雪かきが必要でございますが、除雪車というのは、実

は既存の縁石でございますとか、様々な道路上の構造物に注意しながら運転する必要があ

るのでございますけども、どうしても運転手、オペレーターの高齢化が進んでおりまして、

担い手が不足しております。それで、これを放っておきますと、例えば高齢者の方でござ

いますけれども、雪道運転が怖いということで、どうしても運転はしない、引きこもりが

ちになる、支援が必要ということになります。そのときにおきまして、観光客も含めて、

雪道でも快適に安全に走行していただくためにはきれいな除雪が必要でございます。そう

いう意味で、除雪車の運転席に設置しました５Ｇのタブレットの上に積雪のない夏場の状

況写真を表示することで、雪の下に埋もれているマンホールとか縁石などの道路構造物に

注意しながら、迅速できれいな除雪作業が行われるというような除雪車新システムの実証

実験をしているところでございます。 

 次のページをご覧ください。 

 今までの個別実証、様々な形で実績も上げておるところでございますけども、産業政策
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的には効果は期待されますけれども、導入コストが高くてなかなか社会実装にはつながら

ないという問題がございます。社会実装を進めるためには、デジタルトランスフォーメー

ション、ＤＸという形で、既存の業務プロセスを新技術の活用を前提とした新たな標準的

な業務プロセスに改善する必要があると考えております。また、システムの共同調達とい

うことで、拡張性、汎用性を考えた上で、システムの利用コストを最小化すべく、例えば

県と市町村で標準化された業務部分について共同調達を行いたいということで、今その工

夫をしているところでございます。 

 その下、長野県の現在の取組でございます。長野県では、様々な先端技術の取組の中で、

どうしても従来の部局間ごとの縦割りはだめだということで、横串の取組を推進すべく、

もう一人の副知事であります小岩をトップにいたしまして、先端技術活用推進会議を今年

４月に設置いたしました。県内産業、県民生活、行政サービスへの先端技術の社会実装を

総合的に推進することに焦点を当て、この推進会議の下に各部局から集めたメンバーによ

りますプロジェクトチームを設置しまして、６月からその活動をスタートしているところ

でございます。このチームにおきましては、先ほど申し上げました中山間地域の小規模市

町村でも活用できますよう、県と市町村によるシステムの共同調達を目指したプロジェク

トの立ち上げを行っているところでございます。なかなか市町村レベルの共同調達ではボ

リュームによるディスカウント効果が少ないということがありまして、県も参加すること

によりその効果を高め、連携が促進されると期待しておるところでございます。現時点に

おきましては、まずクラウドサーバー、ネットワーク、それからofficeソフト、こういっ

た汎用的な部分から共同調達を目指しているところでございます。 

 最後のページをご覧ください。 

 今後の検討課題としまして、ご提案も含めて申し上げますと、利用者が増えれば増える

ほど、こういった新しい先端技術、ＩＣＴは費用が安くなり、効率性が上がるということ

で、サービスとしての価値が上がると考えております。このため、今ほど申し上げました

ように、県は市町村と連携を進めておりますが、今後は都道府県間の連携も大きな効果が

期待できるものと思っております。そこで、私どもの考えといたしましては、この中部圏

知事会内におきましても、それぞれの県、あるいは市が持っております先端技術の担当部

局、これが情報交換する場を設置してはどうかと考えているところでございます。そして

また、情報交換していく中で、国あるいはベンダーへの共同提案の実施、あるいはデジタ

ルインフラの共同調達など、将来に向けて具体的な取組を行っていけばよいのかなと考え
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ておるところでございます。 

 長野県からは以上でございます。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。 

 続きまして、岐阜県さん、お願いします。 

【岐阜県副知事】  岐阜県でございます。冒頭一言だけ、台風被害の関係でございます

けども、19号に関しましては、中部圏の９県の枠組みを含めて、力いっぱい支援をさせて

いただきたいと思います。また、台風15号で、千葉県を中心に大きな停電被害がありまし

たけれども、本県もかなり森林面積が大きくて、倒木などによって停電が発生する可能性

が大きいものですから、古田知事からの指示も受けまして、例えばライフラインにおける

間伐の実施だとか、あるいは市町村との連携だとか、あるいは電力会社との連携だとか、

そういった対応策というのを取りまとめているところでございます。ご報告だけをさせて

いただきたいと思います。 

 岐阜県の資料の１ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 岐阜県でございますけれども、各務原市という愛知県と隣接している市に、日本国内で

は一番古い飛行場というのがございまして、川崎重工さんを中心に航空宇宙産業を集積し

てございます。愛知県さんと岐阜県でたしか１番、２番というような形の集積じゃなかっ

たかと思います。また、愛知県さんの航空ミュージアムでありますとか、この前石川県知

事さんに岐阜のほうにもお越しいただきまして、小松空港ですか、航空プラザとの博物館

連携でありますとか、そういった幼年代から航空宇宙産業に興味を持っていただくという

取組というのも力を入れてやっておるところでございます。 

 それで、今回の近未来技術の社会実装に向けた取組ということでございますけれども、

最初に申し上げたいことといたしましては、本県の成長産業であります航空宇宙分野につ

いてでございまして、航空宇宙産業の振興を目的として、アジアナンバーワンの航空宇宙

産業クラスターの形成ということで、特区などを用いて頑張っているところでございます。

しかしながら、国際競争というのは極めて激しいものでございますので、航空機産業をど

ういうふうにさらに発展、成長させていくかということにつきましては、ロボットによる

自動組み立て技術などを活用して、短納期、かつ低価格で高品質なものづくりの工程を構

築・運用する生産技術の開発、研究開発、要するにマネジメント、一つ一つの研究という

のもあるのですけれども、そういった工程としてどういうふうに構築していくかというこ

との、生産技術というものをどういうふうに開発していくかということを中心にやってお
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るところでございます。 

 左下のところをご覧いただければと思います。プロジェクトの概要でありますけれども、

昨年より、国の地方大学・地域産業創生交付金を受けまして、今年の４月に岐阜大学の中

に航空宇宙生産技術開発センターを立ち上げました。令和３年１月には拠点となる施設が

オープンする予定でございますけれども、こちらを整備しまして、岐阜大学、名古屋大学、

あとは地元の産業界と連携しながら、航空宇宙産業の高度な生産技術に関する研究開発を

進めていきたいと考えてございます。具体的には、右側のポンチ絵をご覧いただければと

思いますけれども、ロボットを用いた加工、組み立て、検査技術、そして、ＡＩやＩｏＴ

を活用したスマート設備によるサイバー・フィジカル工場、これは自動化の工場ですけれ

ども、こういったものを構築することを目指しまして、生産現場の最適制御とか、あるい

は予防保全技術の研究開発というのに、先ほど申し上げたように、産学官で取り組んでい

きたいと考えてございます。また人材育成というのは、本県はあらゆる分野で力を入れて

いるところでございますけれども、このプロジェクトの中で航空宇宙産業に携わる人材と

いうのを同時に育成していくということを考えてございます。 

 ２ページ目をご覧いただければと思います。これは他県さんでも例があるものでござい

ますので簡単にですけれども、岐阜県においてもＩｏＴコンソーシアムということで、特

に岐阜県は中小企業が多いものですから、製造業全般の中小企業へのＡＩとかＩｏＴ導入

につきまして支援を行っているところでございます。ＩｏＴコンソーシアム自体は昨年６

月に民間主導で立ち上げたものでございまして、設立当初は183社・団体であったものが、

今は1.3倍の240を超えているということでございまして、皆様から、今日の議題でありま

す近未来技術の活用というのは非常に興味を持たれているところでございます。活動とし

ましては、セミナーとか講演会とかワーキンググループとか、特にすごく目立ったものが

あるわけではございませんけれども、こういった地域の中小企業を含めた横のつながりと

いうのをしっかりと構築して、好事例を横展開していくという地道な取組を本県でも行っ

ているところでございます。 

 ３ページ目をご覧いただければと思います。スマート農業でございます。他県さんから

もスマート農業についていくつか事例のご紹介がありましたので、岐阜県特有のというこ

とで申し上げたいと思いますけれども、本県におきましては、今年３月に岐阜県スマート

農業推進計画というのを策定いたしました。５本柱でございまして、技術の実証、技術の

普及、技術研修、情報集約・発信、そして新技術の研究というものを柱として、スマート



 -23-

農業技術の普及を集中的に進めているところでございます。実証につきましては、こうい

ったロボットトラクターでありますとかドローンだとかそういうもの。あるいは技術の普

及としましては、スマート農業機械の導入に当たっての財政支援とか、そういったものを

入れているわけでございますけれども、岐阜県で特に一生懸命やっているものとしては、

本県は、先ほども申し上げましたように、人づくり、人材育成というのを総合計画の中で

もイの一番に位置づけておりますけれども、スマート農業に関しましても、スマート農業

推進員とか、あるいは専門員。専門員というのは、例えばトマトとかイチゴとか、そうい

った分野ごとに手なれた方を育成するわけですけれども、こういった方々をまず育成して、

地域に散らばらせて伝導をしていただくというような取組を行っているところでございま

す。また、情報集約・発信拠点としましては、こういったモデル温室とか遠隔操作なんか

を体験できるような施設というのを、オペレーションセンターという形で整備を進めてい

るところでございます。また、この真ん中にありますけれども、８月２日に大垣市でスマ

ート農業サミットを行わせていただいたところ、非常に大きく興味を集めていまして、知

事も相当心強く思っているところでございます。 

 最後のページをお願いいたします。４ページですけれども、スマート林業でございます。

これも長野県さんからご紹介あったものもございますが、本県は県土の８割が森林でござ

いますので、森林整備に必要な情報について、県、市町村、あとは森林組合等、それぞれ

管理しているものを一元的に管理しなきゃいかんのじゃないかという問題意識を持ってご

ざいます。このため、航空機レーザ測量によって詳細な地形データというのを取得し、取

得したデータを事業の事前調査とか、工事の施工だとか、施設の維持管理だとか、災害状

況調査だとか、そういうような基礎資料として幅広く使っていこうと、現在県内の７割で

調査が終了しているところでございます。そして、一元管理のための森林クラウドという

ものの構築を進めているところでございます。市町村とか森林組合などが自由にアクセス

をして、必要なデータが閲覧、あるいは入手できるという仕組みでございまして、効率化、

効果的な林業の推進に役立つのではないかと考えてございます。伐採状況とか、そういっ

たものをリアルタイムでの共有が可能となるのではないかと考えてございます。 

 最後に、資料はございませんけれども、５Ｇの関係でありますけれども、私どもも総務

省の事業を活用いたしまして、今年度は本県で２カ所、東濃地域におきまして、地歌舞伎

に遠隔教育を組み合わせた伝統芸能の伝承というもの、及び視覚障害をお持ちの方々の生

活支援のための音の視覚化と、そういう二つの実証研究を行うことをしてございます。い
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ずれにしても、本県でも人口減少とか少子高齢化というのは極めて速いスピードで進んで

ございますので、そういった中で生産性を向上していくためには、こういった共通のテー

マであります近未来技術の実装活用をしっかりと進めてまいりたいと思ってございますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。 

 続きまして、滋賀県さん、お願いします。 

【滋賀県副知事】  滋賀県でございます。 

 まずは、このたびの台風被害に遭われた自治体様、また被災者の皆様にお見舞い申し上

げますとともに、また、滋賀県でも求めに応じて人材を派遣しておりまして、当県の場合

には派遣された人材が帰ってまいりますと、被災地の状態がどうであったのか、自分たち

はどんなことをしてきたのか、今後の課題などを職員の間で共有して、今後派遣される職

員の資質向上につなげて、より迅速な対応ができるようにしますとともに、当県における

防災施策にも生かしていっているところでございます。 

 本題の資料に入らせていただきますが、当県の資料、ご覧のとおり、両面コピーさせて

いただいておりますが、これは三日月知事の強いリーダーシップでペーパーレス、紙の削

減を心がけている結果でございまして、ご了承ください。 

 ２ページでございます。まず滋賀県の産業の特徴からご紹介させてください。左のほう

に書いてありますが、実は滋賀県は全国有数の工業県でございまして、県内の総生産に占

める第２次産業の割合が第１位、また、第２次産業で働いている人の割合についても第１

位という工業県でございます。こういった我が県におきましては、次、３ページでござい

ますが、時代を先取った産業振興に向けてということで、県におきます産業振興施策を総

合的に推進するための中長期の指針であります滋賀県産業振興ビジョンというのを今改定

に向けて各種作業を進めているところでございまして、つい先般、審議会から知事に答申

をいただいたところであります。その柱、骨格ですが、まず、変化への挑戦（ｃｈａｌｌ

ｅｎｇｅ ｔｏ ｃｈａｎｇｅ）をメーンに掲げまして、滋賀の持ち味を生かして、３ペ

ージの下のほうですが、この四つの視点を重視していこうということにしております。ま

ず一つ目は、やはり滋賀県は近江商人の発祥地でございますので、チャレンジする人や企

業が集まっていただく、ここが一番スタートだろう。２番目に、実証実験のフィールドと

して選んでいただく滋賀を目指していこうと。また、ビジネスで実践する「健康しが」と
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ありますが、実は滋賀県は非常に健康県でして、平均寿命が男性で全国１位、女性で４位

と、こういう健康しがをビジネスでも実践していこうといったようなことを視点として掲

げております。 

 次に、４ページをおめくりください。ここで、これまで取り組んできました事例をご紹

介させていただきます。非常に多種多様なことをやっておりますが、本日はそのごく一部

を代表的なものとしてご紹介させていただきます。 

 まず、４ページでございます。2017年に経済産業省さんの地方版ＩｏＴ推進ラボに認定

していただきまして、県内中小企業の生産性の向上のために、各種ものづくりの現場のＩ

ｏＴ改革事業を推進してきております。その先進的な取組事例として一つご紹介させてい

ただいておりますのが、次の５ページ、右のほうの括弧の中に遠隔監視とありますが、こ

ちらでございます。こちらは、株式会社日吉さんが管理される浄化槽用のブロワ、これは

浄化槽内の汚水分解を目的に微生物の活動維持のために酸素を供給していくといったもの

ですが、それを監視するためＩｏＴ機器のＳｉｇｆｏｘというものを使っております。こ

れを使う前までは、人が行って状態がどうなっているかというのを確認する必要があった

のですが、このＳｉｇｆｏｘというネットワークを利用することによって、どんな状態か

を監視し、またデータが参りますので、そのデータに基づいて、あらかじめ点検回数の削

減ですとか故障を未然に防ぐといったようなことをやっております。 

 次のページが自動運転でございます。自動運転は、これまでもいろいろな自治体さんか

らご紹介がありましたところでございます。当県におきましてもレベル４相当の実験を昨

年12月に、大学のキャンパス内という限られたところではございますが、そういったこと

をやっておりまして、こちらは、下のほうの括弧の中にありますが、使用車両といたしま

しては、名古屋市にありますティアフォーさんが開発されたマイリーを使わせていただい

ております。 

 次に、分野が変わりまして、７ページ、スマート農業です。こちらはまず二つ事例をご

紹介しております。左のほうが、ヤンマーさんの系列の会社が所有されているドローンを

使いまして、稲の生育状況を把握して、稲の生育状況に応じて農家の方が肥料をやるとい

うことによって、生育のばらつきを抑えて均一な収量につながっているという事例でござ

います。また、右のほうの写真は、こちらは積水化学工業さんの機器を活用いたしまして、

スマートフォンなどで田面の水位ですとかバルブの開閉を実施して、水管理の稼動が減少

しているというものでございます。 
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 最後の事例として８ページをおめくりください。こちらも農業関係ですが、当県の滋賀

県立大学の取組です。これまでは果物の収穫などで、農家の方の勘のようなもので、これ

は熟したなということで収穫されていたと思いますが、これは果実個体ごとの収穫時期を

色などのデータを集積いたしまして、それで色づきから収穫時期を判断するというもので

ございます。右下のグラフを見ていただきますと、いろんな指標から0.46となりますと完

熟期のものが80％ということで、人の目、勘でやるよりも非常に高い確率でちょうどいい

時期に収穫できるというもので、これをさらに高精度化していこうというものでございま

す。 

 以上です。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。 

 それでは、最後に名古屋市さん、お願いします。 

【名古屋市副市長】  まず初めに、台風19号を始めといたします被災された皆様に心よ

りお見舞いを申し上げます。名古屋市は、主に政令指定都市の枠組みでございますけども、

対口支援で長野市へ、今、被災した建物の調査、被災ごみの回収などに職員を派遣してい

るところでございます。今後も復旧が進むにつれまして、必要な支援も変わってくると思

います。求めに応じまして、しっかりと支援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。 

 それでは本題に入ります。１ページでございます。 

 先ほど県愛知県の大村知事さんから、ロボカップアジアパシフィック2020あいちとワー

ルドロボットサミット2020の開催についてお話がございました。私どもといたしましても

開催に期待しているところではございますけれども、本市におきましても、2017年にロボ

カップ世界大会を開催いたしまして、それが本市におけるロボット、ＡＩ、ＩｏＴの導入

や活用を推進する一つの契機となったところでございますので、少し触れさせていただき

たいと思います。 

 このロボカップ世界大会の開催の際には、愛知県さんにも多大なご協力を賜り感謝申し

上げます。この大会には世界42の国と地域から2,500人を超える研究者や学生の方々が名

古屋に集結されたほか、期間中13万人の方にご来場いただき、競技を通して最先端の技術

に触れていただくことができました。本市ではロボカップ世界大会の成果を引き継ぎまし

て、今後もロボット、ＡＩ、ＩｏＴの導入や活用を推進するとともに、こうした分野の次

世代を担う人材の育成を進めております。その取組の一つといたしまして、現在、ロボカ
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ップジュニア・ジャパンオープンの開催に向けて誘致を進めているところでございます。

ロボカップアジアパシフィック、ワールドロボットサミットの後でもございますので、こ

の地域の将来につながる取組になればと期待しているところでございます。 

 では、次のページをお願いいたします。２ページでございます。 

 先進技術の活用促進に向けた主な取組でございます。今年度から新たに「Ｈａｔｃｈ 

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＮＡＧＯＹＡ」と題しまして、行政分野の課題解決をテーマとし

て、企業などから先進技術を活用した実証実験の提案を募集する事業を実施しております。

今年度の提案募集では17件の応募があり、審査の結果、４件の実証事業者を決定いたしま

した。今後決定した事業者とともに、自立走行型案内ロボットによる来庁者へのスムーズ

な窓口案内の実証や、東山動植物園の回遊における最適ルートのご案内など、実証実験を

行う予定となっております。また、実証結果を取りまとめ周知することによりまして、さ

らなる先進技術の活用促進につなげてまいりたいと考えております。 

 では、次のページをお願いいたします。 

 産業分野における主な取組でございます。まずご紹介いたしますのは、ロボット等導入

支援人材育成事業でございます。これは中小企業等へのロボットやＩｏＴの導入を促進す

るための支援相談窓口として、名古屋工業大学内に「Ｎａｇｏｙａ Ｒｏｂｏｔ ａｎｄ 

ＩｏＴ Ｃｅｎｔｅｒ」を設けまして、企業等から相談に対応するとともに、専門人材の

育成など、ロボットやＩｏＴなど高度情報産業の集積と育成を目指す取組でございます。 

 次に、ＩＣＴ企業交流投資促進事業「ＮＡＧＯＹＡ ＢＯＯＳＴ 10000」でございま

す。共創によりますビジネス創出を図る「ＮＡＧＯＹＡ ＨＡＣＫＡＴＨＯＮ」、それか

ら、若手人材の育成を図る「ＡＩ・ＩｏＴ人材ＢＯＯＳＴプログラム」、そこから生まれ

た成果をプレゼンテーションいたします「ＮＡＧＯＹＡ ＢＯＯＳＴ ＤＡＹ」と、この

三つの取組から構成されておりまして、これらを通じまして、世界の未来を切り開くイノ

ベーターを名古屋から１万人輩出することを目指す事業でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 次世代モビリティーサービスに関する取組でございます。遠隔型自動運転システムの実

証実験につきましては、愛知県さんが実施する実証実験に協力させていただいているもの

ではございますが、平成30年２月に全国で初めて、政令指定都市での実証実験といたしま

して都心部であります官庁街の公道で行われ、大村知事さんと本市市長にもご試乗をいた

だいたところでございます。 
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 次に、新たな路面公共交通システム、ＳＲＴの導入に向けた検討でございます。都心部

の魅力ある地域をつないで回遊性を高め、にぎわいを面的に拡大する新たな都市インフラ

といたしましてＳＲＴ、スマート・ロードウェイ・トランジットの導入を目指し検討を進

めております。車両への乗り降りの際のすき間をなくす正着制御などの自動運転技術や、

燃料電池など走行時にＣＯ２を排出しない環境技術を採用していきたいと考えております。 

 次のページをお願いいたします。 

 市民サービスの充実に向けた取組でございます。本市では、総務省消防庁消防研究セン

ターと連携協定を締結いたしまして、迅速な救急搬送を目指した救急隊運用の最適化に向

けまして、本市の救急活動に関するビッグデータを提供し、研究の実証実験に参加してお

ります。引き続き、傷病者発生の予測精度向上などの研究に協力し、効果的な救急隊の運

用によります現場到着時間の短縮を目指してまいります。 

 次に、インターネット上におけるいじめ等防止対策の実施でございます。いじめ等の未

然防止、早期発見・早期対応のために、チャット形式で匿名での報告・相談ができるアプ

リを、市立中学校16校、高等学校３校の生徒、約１万1,000人を対象に試行導入をしてい

るところでございます。 

 次をお願いいたします。本市では、本年４月からＬＩＮＥアカウント上での問い合わせ

が可能なチャットボットの運用も開始しております。問い合わせの多い「戸籍・住民票」、

「資源・ごみの分別」などに24時間・365日の自動対応が可能になったほか、回答のばら

つきがなくなるなどの効果が得られております。 

 最後に、業務の効率化に関する主な取組をご紹介いたします。初めに、ＡＩによる音声

認識システムを利用した議事録自動作成の実証実験につきましては、まだ精度に課題はご

ざいますけれども、10回の会議における議事録作成の作業時間を57時間から32時間に削減

することができました。次に、定型業務を自動化いたしますＲＰＡにつきましては、本市

ウェブページの作成、予防接種申し込みデータと住民データを照合したクーポン券の発行

業務などに導入しておりまして、手作業で行いますと８時間程度かかる作業が、ＲＰＡを

導入すると実行ボタンを押すだけ、そういった時間で済むといった効果も出ております。 

 以上、本市における取組でございます。 

 最後ということで、皆様からいろいろと興味深く拝聴させていただきました。大変刺激

をいただいたところでございます。我々も遅れをとらないよう、危機感を持って取り組ん

でいかなければならないと改めて気を引き締めているところでございます。情報交換や情
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報共有、また連携できることなど、この中部圏の各県市と積極的に、また有機的につなが

ることができればと期待してい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。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。全員の皆さんにご意見、ご提言いただきま

した。 

 それでは、これまでの内容を踏まえて、ご意見、ご質問等があれば、どなたからでも結

構ですので、よろしくお願いいたします。ご発言をお願いいたします。 

【福井県知事】  よろしいですか。 

【愛知県知事】  では、福井県さん。 

【福井県知事】  富山県さんの資料の４ページのバス情報の提供というのを先ほどご説

明いただきまして、ありがとうございました。これは非常に大事なことだと思っているの

ですけれども、富山県のロケーションシステムの導入は、バスがどこにいるかとかそうい

うことを発信装置をつけ、多分オープンデータでやっていたりしているのでしょうけど、

このシステムそのものは汎用のものなんですか、それとも特別につくられたものなんです

か。 

【富山県副知事】  特別に富山県のほうでつくったものでございます。 

【福井県知事】  だから、そうすると、これは更新などを、またいろいろと自分でやっ

ていかないといけないのですか。 

【富山県副知事】  必要になると思っております。ただ、オープンデータ化した部分に

ついては、大規模な検索サイトのほうでできていくことになろうかと思います。 

【福井県知事】  もう一つ伺いたかったのは、下のほうの県内バス情報のオープンデー

タ化は、おっしゃる通り、まず、少なくともオープンデータ化することは、例えばグーグ

ルなどいろんなところに取り込んでもらう大切な要素なんですけども、その後グーグルや

もしくはヤフーなどとアクセスしてデータを取り込んでもらうような、そういうこともや

られているのですか。放っておいてももちろんどんどんやってくれるというのもあるので

すけれども。 

【富山県副知事】  たしか放っておいてもなったのではなかったかと。 

【福井県知事】  もうなっているのですか。これはやっていかないといけないと思って

いまして。 

【富山県副知事】  その辺、済みません、少し確認させてください。 
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【福井県知事】  ありがとうございます。バスシステムについていろいろと教えていた

だければと思いまして。ありがとうございます。 

【愛知県知事】  ありがとうございます。ぜひ情報共有していただいて、また横展開し

ていただければありがたいなと思います。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

【静岡県知事】  空飛ぶクルマというのはまことに刺激的な表現ですよね。ドローンの

発展した形態だと存じますけれども、ドローンは、多くの方々のご発言にもございました

けれども、これから農薬散布などは極めて重要ということでございまして、静岡県でも三

保の松原の害虫駆除にそういうことをやっているわけですけれども、この場合に、やはり

そこにお住まいの住民の方々に、どういうことやっているかということを前もってしっか

り丁寧にご説明するということが安全上重要だということで、ドローンのプラスの側面と、

それがもたらすであろう危機管理もちゃんとする必要があるというように思った次第でご

ざいます。なさっておられると存じますけれども。 

【愛知県知事】  ありがとうございます。 

 それでは、ほかによろしいですか。 

 それでは、意見集約させていただきたいと思いますが、その前に、空飛ぶクルマにつき

ましては、今年８月に国の音頭で、私の愛知県、福島県、三重県、京都府、大阪府による

空の移動革命に向けた構想発表会が開催されたということがございました。またそういっ

た形で、空の移動革命の実現をする取組を、そういったものも共同アピールをまたしっか

りやっていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元に、「近未来技術の社会実装に向けた取組に関する宣言（案）」という

のをお配り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。この内容は、

事前にご相談させていただいておりますので、ご承知をいただいていると思いますが、Ａ

Ｉ、ＩｏＴ、自動運転、ロボット、空飛ぶクルマなどの近未来技術の実現といったことに

は社会実装に向けた取組を推進していくことが極めて重要だと。特に今回、各県さんのご

発表で、こうしたことに加えて、スマート農業、スマート林業や交通とか、自動運転とか、

そういったものについても発表いただきました。本当にすばらしいことだと思います。そ

うしたものの実現に向けましては、さらに技術レベルの向上、社会的受容性の醸成が必要

だと。そこで、３段落目ですが、中部圏は近未来技術の創出や活用が見込まれる多様な産

業が集積したものづくりの拠点であるとともに、都心や郊外、そして農山漁村など多様な
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生活環境を有して、様々な近未来技術の実証実験に適した地域であり、社会実装後の効果

が期待できる高いポテンシャルを有しているということでございます。こうした強みを生

かして、より効果的に進めていくためにも、中部圏知事会として９県１市がより一層連携

し、以下の取組を強力に推進することを宣言するということでございます。 

 １として、社会実装を目指す企業等の取組を促進する。２として、社会実装に向けた環

境整備を推進する。インフラや基盤整備とか協力体制の構築です。特に圏域を越える実証

実験とか、そういったものもこれから出てこようかと思いますので、そういった面での協

力体制をつくっていければと思います。そして、３として、積極的な情報発信等を行い、

社会的受容性の醸成を図っていくということでございますし、情報共有、人材交流といっ

た形で進めていければと思っております。 

 ということで、こういう宣言（案）をご提示させていただき、ご相談させていただいて

おりますが、これについてご意見等があればですが、ここでなければ、これで宣言という

ことで採択させていただければと思っておりますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【愛知県知事】  ありがとうございました。事前に事務方で調整をさせていただいてお

りますが、今ご承認いただいたということでございますので、中部圏知事会として、近未

来技術の社会実装に向けた取組に関する宣言、（案）を取って採択をさせていただきたい

と思います。でもって、これを踏まえて、また様々に連携をしながら、この中部圏、中部

地域から近未来技術をさらに前進させていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 ということで、とりあえず、まずは前半の近未来技術の社会実装に向けた意見交換と、

宣言を採択させていただきました。 

 それでは、ここで10分ほど休憩をさせていただきたいと思います。再開は３時５分とい

うことにさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

（ 休  憩 ） 

【愛知県知事】  それでは、議事を再開させていただきます。

（２）国への提言 

【愛知県知事】  次第の議事２、国への提言であります。 
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 前回の会議で取りまとめた提言につきまして、時点修正等を加えたものでありますが、

豚コレラ対策につきましては内容が大きく修正されておりますので、これは提案県の平木

岐阜県副知事から説明をお願いいたします。 

【岐阜県副知事】  ありがとうございます。機会をいただきます。 

 豚コレラ対策でございますけれども、これは冊子の中の14番、こちらのほうをご覧いた

だきながらと思います。 

 ６月にこの会議を行っていただいてから感染地域というのがさらに拡大してございます。

また、国の方針にも大きな動きがございましたので、本県の状況も含めまして簡単にご説

明をさせていただきたいと思います。 

 豚コレラでございますけれども、本県及び中部圏のみならず、今や関東まで含めた国家

的な危機事案となってございまして、その対策というのは喫緊の課題でございます。昨年

９月に国内で26年ぶり、本県におきましては36年ぶりに豚コレラの感染が確認されて以来

１年以上経過しまして、この間、農場の防疫対策でありますとか野生イノシシ対策、こう

いったものに全力で取り組んできたわけでございますが、本県においては24施設において

感染が確認され、県内の飼育頭数の約60％である７万頭が失われたところでございます。 

 本県の防疫作業でございますけれども、県職員を始めとしまして自衛隊、国、あるいは

皆様も含めた他県、市町村、あるいは建設業協会から、３万581人という多くの方々にご

協力を頂戴しまして、中部圏知事会議の構成各県からも富山から３名、石川から１名、福

井から２名、長野から２名、静岡から11名、愛知から５名、三重県から13名、滋賀県から

５名ということで非常に多くの人員を派遣いただきまして、この場をお借りして感謝を申

し上げたいと思います。 

 感染地域につきましては確実に拡大してございまして、この９月には埼玉県の養豚場で

感染が確認され、また、今月に入りましてからは群馬県、あるいは18日には静岡県で感染

イノシシが発見されるなど、事態は一段と広域化の様相を呈してございます。 

 こうした中で、先月20日ですけれども、ワクチン接種の方針へかじを切った国に対しま

して、本県、あるいは愛知県さん始め関連の８県の連名で緊急の大臣要望を実施いたしま

した。その結果、同日午後に江藤大臣が臨時会見をされまして、ワクチン接種に向けた防

疫指針の見直しを表明され、今月15日には国の防疫指針が改定されたところでございます。 

 本県では同日付でワクチン接種プログラムを国に提出いたしまして、ワクチン接種に係

る人員確保、体制整備、県外屠畜場への出荷に係る調整などの準備を進めまして、この24
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日に国からワクチンの譲渡、これは有償譲渡ですけれども、これを受けまして、翌日25日

から県内全域で一斉接種を開始いたしまして、26日に19施設で初回の接種を終了したとこ

ろでございます。 

 このように昨年来手探りで対応が続いてきた豚コレラ対策でございますけれども、ここ

に来て一つの区切りを迎えたところでございますが、積み残された課題やワクチン接種に

伴う新たな課題もございます。 

 具体的には、ワクチン接種に係る国と県の費用負担の問題、獣医師の指示書に基づく農

家による接種の検討、接種農場で豚コレラが発生した場合の防疫措置、これは全頭殺処分

ということになってございますが、これが妥当であるのかというようなことなど、制度的

にクリアすべき課題がございます。また、風評被害対策というのもございますので、これ

にも万全を期していただく必要がございます。 

 豚コレラの撲滅に向けましては、感染源であります野生イノシシ対策というのも重要に

なってございます。これまでも捕獲強化のための報奨金の増額とか、これは本県ですけれ

ども、４回にわたる経口ワクチンの散布を行いましたけれども、本県の職員及び三重県の

職員が有識者とともにリトアニア、ドイツに参りましたところ、欧州での経験におきます

と野生イノシシの感染の撲滅までには大体２年から７年ぐらい中長期かかるというように

言われてございまして、今後息の長い取組が必要になってくるものでございます。 

 こうしたものを今回の提言案に反映をさせていただきまして、前回の10項目に比べまし

て16項目となってございます。今回の提言案におきましては総論として１、２ございます

けれども、特に２におきまして国と地方の役割分担を見直し、国家防疫の再構築を図ると

いうことを明確に求めてございます。 

 また、項目３から７につきましては、ワクチンに関してでございます。３が予防的ワク

チン、４も予防的ワクチン、５、６、そして７がマーカーワクチンの件ですけれども、特

に項目５につきましてご覧をいただければと思いますけれども、ワクチン接種に伴う移動

制限によりまして畜産農家への経営の影響に対する対策というのを国において講ずるべき

ということを求めてございます。 

 ８から11につきましては農場を守る対策、野生イノシシ対策というのを掲げてございま

す。特に項目８をご覧いただければと思いますが、ハード整備の支援のさらなる充実、十

分な予算の確保と。また、項目の11でございますけれども、経口ワクチンに係る国の財源

確保、こちらについて改めて求めているものでございます。 



 -34-

 そのほか、農家とか関連事業者に対する経営再建への支援でありますとか、あと今回問

題にさせていただいています豚コレラ以外にも、韓国ないしは中国でも猛威を振るってご

ざいますアフリカ豚コレラ、こちらもアフリカ豚コレラをにらんだ水際対策の強化、防疫

措置やワクチン接種に係る獣医師の確保、相互応援体制、これらの対策に要する経費につ

いて十分な特別交付税を措置するということを求めてございます。 

 これまでも中部圏知事会議のみならず、あらゆる機会を捉えて国に対して意見を申し上

げてまいりました。その結果、今回のワクチン接種というのが実現したものと考えてござ

います。今後も地域の養豚産業の再生に向けまして、引き続き国や中部圏知事会議の先生

方としっかりと連携を図りながら対応してまいりたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。事態が大きく動いてきましたので、こうし

た形で項目を多く追加させていただいたということでございます。 

 これにつきましてご意見等々があれば、どなたからでも結構でございますが、よろしい

ですか。 

【福井県知事】  ありがとうございます。豚コレラの対策、感染防止というのは非常に

重要だと思っています。そういう意味では、今回の変更のご提案は大変ありがたいと思い

ます。 

 特に私思いますのは、今回の新しい提言の２番と３番について、まず一つは、今回の豚

コレラの感染の拡大の仕方が、今までの家畜伝染病予防法が、例えば口蹄疫のときのよう

に、それぞれの飼育場のところを抑えていく、そこから外へ出ないようにしていけば伝染

病はとめられるというような発想でできていると思います。けれども、野生のイノシシを

媒介させているということは明らかでして、そういう意味では今の法律がこういったもの

を前提にしていないんじゃないかということで後手に回っているというふうにも思います

ので、ぜひともそういった点で新しいこういう経路のところを踏まえた法律に見直してい

くということと、それから国の責任、これをこういったときに明確にしていただく必要が

あると思います。正直言って非常に後手に回った結果、ここまで広がっていると思います

ので、この２番と３番はぜひともお願いをしたいというふうに思います。 

 それから、６番の風評被害も非常に重要でして、逆にこの殺処分で豚の流通が減った分、

別のところの単価は上がっていくというような、そういう現象が起きているわけでござい

ますけれども、今回のワクチンを接種した地域、発生地域のところの豚の価格が下がると
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いうようなことがないように、もしくはあった場合には国がしっかりと責任をとって対策

を打つということを明確にしていただきたいというふうに思います。 

 それから、私やっていて今回12番、これもとても大事だと思います。福井県では二つの

養豚場から発生をいたしました。いずれももう経営を断念するという状況に陥っておりま

す。全頭殺処分をして、完全封じ込めをして、それからいろいろ対策を打って再開する。

子豚が育って飼育豚になって売れるようになるまでは最低でも１年必要ですけれども、ま

ず再開するまでに半年以上かかっていると。現実に再開しているところはほとんどまだな

いというような状況です。 

 そういった意味で養豚農家、発生農家の経営再建への支援を特に充実していただきたい

というふうに思いますし、16番にありますけれども、今回のワクチン接種もそうですけれ

ども、国がやるべきことを法律が手配できていないから、我々がやらされているというと

おかしいですけれども、いずれにしても、国と地方は手を携えてやっていく必要があると

思いますので、こうした財政措置は非常に重要だと思っております。ぜひともこうしたこ

とで全体で国に対して取組ができたらいいと思っております。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。ほかにいかがでございましょうか。よろし

いですか。 

 私からも一言申し上げます。私ども愛知県も10月25日、先週の金曜日からワクチン接種

を開始いたしました。愛知県では対象の豚が中部圏で一番多い養豚県であります。25万頭

ございますので、１カ月ぐらいかかるかなとは思っておりますが、できるだけ県内全域で

一日も早く接種を終えられるように全力を挙げていきたいと思います。 

 これまで愛知県でも防疫措置で６万3,000頭の殺処分、また、県内一斉の消毒命令も何

カ月もやりましたので、もうこれでかれこれ100億円を超えて予算を投入いたしておりま

す。そういうことも含め、今回の国への提言にありますようにワクチン対策、様々な財政

支援等々について、また皆様とともに強力に働きかけをしていきたいと思っております。 

 そして、何といっても今杉本知事からもお話がありました風評被害のことですね。これ

は当初は、岐阜と愛知だけというときは、要は生産した豚肉製品等々はワクチンを打つん

だったら岐阜、愛知地域限定の流通しか認めないということでありました。そうなると豚

肉、内臓、化製品は全部、全国流通しておりますので、養豚業が成り立たない。 

 そうなったときに本当に食肉事業者の関係の皆さんに話をしてみますと、とてもそれは

成り立たない、売れないという話でありましたので、そこを何とかしない限りはできない
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じゃないかということを、ずっときつく農水省には申し上げてきたんですが、最終的にそ

こは現実的ではないということで、豚肉製品等の流通制限はかけないということになって、

今回このようになったという経過がございます。 

 ただ、一方で、まだまだこれが本当にどうなるかということについてもいろいろな意見

がありますので、こうした風評被害対策、そしてまた流通対策、これには万全を期してい

ただきたいということを、また皆さんとともにしっかりと訴えをしていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、この14番、「豚コレラ対策の感染拡大防止」について、この文案でよろしゅ

うございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【愛知県知事】  ありがとうございます。それでは、この文を国への提言とさせていた

だきたいと思います。 

 その他の提言につきましては、前回協議して取りまとめたものが全部で16個ありますけ

れども、協議してとりまとめたものから特に大きな修正はありません。この案により引き

続き国に対して提言活動を行っていくことと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。 

（３）その他 

【愛知県知事】  次に、議事３、その他であります。 

 各県市さんからＰＲのご希望がありましたら挙手をお願いいたします。 

【滋賀県副知事】  ありがとうございます。滋賀県からお手元の資料で、後ろからめく

っていただきましてＡ４版の資料で数えますと四つ目ぐらいに、あまり役所っぽくないパ

ンフレットがお手元にあるかと思います。 

 今現在ＮＨＫの朝の連続テレビ小説「スカーレット」が放送されております。こちらは

焼き物の里であります滋賀県甲賀市の信楽、信じるの信に楽しいと書いて信楽といいます。

こちらが舞台となっております女性陶芸家の物語であります。また、来年１月からは本県

ゆかりの戦国武将である明智光秀が主人公であります大河ドラマ「麒麟がくる」も放送が

開始されることとなっております。 

 滋賀県ではこうした二つのドラマ、大変国民の方々に親しまれている二つのドラマの舞
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台が滋賀になるというこの機会を捉えまして、これを千載一遇のチャンスだということで、

ドラマに関連づける様々な滋賀の魅力を発信する観光キャンペーンを展開しております。 

 特に大河ドラマに関しましては、当県は明智光秀だけではなく織田信長、豊臣秀吉、ま

たそのほか多くの著明な戦国武将が活躍した、また、いろんな史跡などもたくさんありま

すので、そういった魅力を伝えようということで、今ご紹介いたしました戦国ワンダーラ

ンド滋賀・びわ湖と題したキャンペーンを展開することにしております。また、岐阜県様

とは大河ドラマ間のスタンプラリーで連携することとしておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 こういったわくわくどきどきの体験プログラムですとか、またいろんな感動ツアーなど

をご用意しておりますので、ぜひ滋賀にご注目いただきまして滋賀へお運びいただければ

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。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。続いて、いかがでございましょうか。 

【石川県副知事】  石川県でございますが、パンフレットは後ほどご覧いただければと

思いますが、先般の台風で北陸新幹線が不通となっておりましたが、この25日からおおむ

ね９割方復旧をいたして全線開通となっておりますので、どうぞまた皆様方、石川県のほ

うにもお越しをいただければと思っております。 

 以上でございます。 

【岐阜県副知事】  滋賀県さんに関連してということですけれども、岐阜県のほうで、

資料で言いますと12番といいますか、岐阜県関ケ原古戦場記念館というのを、このパンフ

レットを入れさせていただいていますので、ご覧いただければと思いますが、岐阜県でも

来年大河ドラマ「麒麟がくる」はまず岐阜から始まって、そして滋賀、京都ですか。そう

いった順番で展開していくということで「麒麟がくる」がございますし、あとねんりんピ

ック、あとは杉原千畝の命のビザから80年ということで、いろんな観光のイベントがある

観光ビッグイヤーというふうに位置づけてございます。 

 その中で大きな柱の一つが、ご覧をいただければと思いますけれども、岐阜関ケ原古戦

場記念館というのを来年の７月にオープンをさせていただきます。関ケ原ですけれども、

ワーテルローとあとゲティスバーグ、関ケ原で世界三大古戦場だということで、うちの知

事とか、あるいはワーテルロー、ゲティスバーグの関係者の方々が盛り上げを図っている

わけですけれども、関ケ原の戦いを体験して楽しく学び、史跡めぐりの拠点になる施設と

いうのをコンセプトに施設整備をいたします。 
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 床面スクリーンで戦いが俯瞰できる「グラウンドビジョン」でありますとか、あるいは

大型スクリーンとＣＧで合戦をリアルに体験できるシアターとか、あるいは２階には甲冑

や古文書などの実物を公開する常設展示室、あるいはＶＲのシミュレーターによる武将体

験とか、さらには古戦場を一望できる展望室であるとか、子供さんも含めて楽しめる形に、

体験型の施設としてオープンをさせていただきたいと。 

 ７月17日にオープンをするということになっていますけれども、７月17日というのは石

田三成公が挙兵した日ということで、関ケ原の戦いが始まった日であるというふうに位置

づけをしてございます。 

 本県は武将観光ということで、滋賀もそうですけれども、あるいは石川県さんからも今

ありましたけれども、広域的にいろんな戦国武将のつながりがございますので、各県と連

携しながらしっかり進めていきたいと思ってございます。その核の一つとして、岐阜関ケ

原古戦場記念館に関ケ原メモリアルという愛称ですけれども、ぜひ一度お運びいただけれ

ばと思います。ありがとうございます。 

【静岡県知事】  静岡県では全国初の農林業分野の専門職大学が来年の４月から発足い

たします。農林環境専門職大学というもので、なぜ環境が入っているかといいますと、農

林業だけでなくて農山村地域の景観、環境、伝統文化などについても学ぶということで、

本当にこの農林業、第一次産業を重視していこうというその現われで、こういうパンフレ

ットがあります。 

 それから、この間10月22日に陛下が即位なさいましたけれども、ちょうど１時17分、宣

明されましたときに富士山が冠雪いたしました。駿河湾フェリーは、その冠雪する富士山

をこれからずっと見ることができまして、清水港と伊豆半島を１時間５分で本当に美しい

自然を見ることができますので、どうぞお運びくださいませ。 

 ちょっとこの宣伝と関係なしに、愛知万博が2005年に行われましたね。５年ごとに行わ

れるということで、来年はオリパラだけでなくてドバイで万博があるということですね。

ようやく向こうから募集要項みたいなものが来たわけですけれども、文化とか観光とかっ

 て書いてあるので、もし会長さんのリーダーシップがいただけるなら中部９県１市の昇

龍道、これを一緒にドバイで宣伝したらどうかと。先ほどちょっと昼食時間にそのお話を

したんですけれども、一応会長には面白そうだとおっしゃっていただいたので、ご紹介し

ておきます。 

【愛知県知事】  ありがとうございます。それはどういう感じになっているか、ちょっ
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と事務方に聞いてまたご相談させていただきます。ありがとうございました。 

 ほかに。 

【長野県副知事】  長野県でございます。 

 たびたび発言の機会をいただき恐縮でございますが、中にいくつか観光関係、あるいは

博物館関係のパンフレットが入っておりますので、ご覧いただきたいと存じますけれども、

長野県の主要な産業の一つが観光でございます。今回の台風第19号の被災につきまして、

長野県全体が水没したかのようなイメージをお持ちの方がいらっしゃいまして大変な影響

を受けております。 

 先ほど石川県の副知事さんからお話がありましたように、北陸新幹線も一応全線運転を

再開いたしましたし、今日付で特急あずさも全面復旧いたしました。それから、特に長野

県は冬の観光が勝負でございます。長野県もＰＲいたしますので、ぜひ皆様も何かの機会

に長野県の観光についてご配慮を賜ればありがたいと思います。よろしくお願い申し上げ

ます。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。 

 ほかに。 

【富山県副知事】  富山県から１点だけ、来年２月16日から19日までとやま・なんと国

体ということで冬季大会のスキー競技会を実施いたします。最近雪が少ないのでやや心配

もしておりますけれども、ぜひ各県さんから選手、それから役員の皆さん、またご来県し

ていただく多くの県民の皆さんがおいでいただけるようにお待ちしておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。 

 ほかに。 

【名古屋市副市長】  お手元にちょっとこんなパンフレットを入れさせていただきまし

たけれども、名古屋の新しい観光コンテンツといたしましてなごやレストランバス2019実

行委員会というのが主体になりまして、なごやレストランバスの運行を10月６日から12月

１日までの期間限定で実施しております。 

 このレストランバスでございますけれども、２階建てのオープントップバスを使いまし

て、１階ではシェフが調理できる厨房スペース、２階は対面式の客席が25席ということで、

景色を眺めながらその場で仕上げたできたての料理を味わうということができるという、

そういったものでございます。 



 -40-

 コースなんですけれども、市内の歴史スポットをめぐるコースや、大都市ならではの夜

景を楽しめるナイトコース、そういった名古屋の魅力を伝えるといったものもございます

が、名古屋の観光ハブ機能を生かしました広域コースといたしまして、パンフレットの中

にございますけれども、名古屋近郊のほかに岐阜県内をめぐるコースも用意をさせていた

だきました。 

 運行初日から好評の声をいただいておりまして、メディアさんにも随分と取り上げてい

ただきまして、残りのコースは残念ながら今満席となっておりまして、こんな取組もしな

がら名古屋を中心にして動ける、こういったものもいいんじゃないかと思いましてご紹介

をさせていただいております。詳細は後ほどご覧いただければと思いますが、よろしくお

願いいたします。 

【愛知県知事】  ありがとうございました。最後に私からも。 

 先ほど冒頭ご挨拶申し上げましたが、11月15、16、17、18日に技能五輪全国大会と障害

者の技能競技大会、アビリンピック大会をこの「Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ」で一堂

に会して開催いたします。史上最大の55競技を実施いたしますので、また多くの各県選手

団の皆さんにお越しをいただけるということで大いに期待をいたしておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それともう一つ、その下にありますが、来年は先ほど申し上げた世界ラリー選手権の14

戦ある最終戦、優勝が決まる最終戦が愛知、岐阜に来るということでございますが、その

１年前イベントということでセントラルラリー愛知・岐阜2019ということで、今年の11月

９、10日の土日に万博公園でこの１年前イベントも行います。 

 そして、その周辺の林道コースでもテストとしてのデモンストレーションのラリーも行

われますので、また多くの皆様にお越しをいただきたいと思います。万博公園の中をラリ

ー車が疾走してタイムアタックをやりますので、またぜひ盛り上げていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。以上で予定をしておりました全ての議事が終了をいたしまし

た。皆様のご協力に感謝を申し上げたいと思います。この後は引き続きこの場から記者会

見を行わせていただきますので、よろしくお願いします。 

 最後に、次回の中部圏知事会議の開催でありますが、申し合わせにより三重県さんにお

願いすることになっておりますので、よろしくお願いいたします。 
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５ 閉会 

【愛知県知事】  以上をもちまして、第111回中部圏知事会を終了させていただきます。

皆様のご協力、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


