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県内産業の活性化に向けて
各種支援事業が本格スタート!!
欧州債務危機や緊張感高まる中国情勢に加え、本年９月にエコカー補助金
が終了するなど、本県を取り巻く環境は一層厳しさを増しております。
加えて、長引く円高が産業の海外シフト化を加速させており、国内産業の空
洞化が懸念されていますが、本県では今年度より新たな基金を創設し、企業
立地や設備投資等への支援を開始するとともに、
９月議会においては「中小企
業振興基本条例」を制定いたしました。
今後は、これらの制度を活用しながら、県内産業の活性化に努めてまいりま
すので、引き続きのご支援・ご指導をお願い申しあげます。

【平成２４年度】

「産業空洞化対策減税基金」活用状況について

総額509億円の投資と

6,000名余の常用雇用の
維持・創出が見込まれる!!

愛知県では、喫緊の課題である産業空洞化に対応するため、大村知事の選挙
公約であった県民税減税の代替措置として、今年度より毎年、法人県民税の10％に相当する50億円程度を「産業空
洞化対策減税基金」に積み立て、これを原資に企業立地や設備投資、更には研究開発を支援する補助制度を創設いた
しましたが、今年度の補助対象案件が決定いたしましたのでご紹介いたします。

企業立地・設備投資（24件）

平成24年度の採択結果
区 分

補助金名称

21世紀高度先端産業立地補助金
企業立地
・
設備投資

高度先端分野における大規模投資等の促進

新あいち創造産業立地補助金（Ａタイプ）
市町村と連携した県内再投資の支援

新あいち創造産業立地補助金（Ｂタイプ）
サプライチェーンの中核をなす分野等の企業立地支援

研究開発

補助対象

食料品等

3件
14件
7件

新あいち創造研究開発補助金

59件
合 計
83件
注：企業立地・設備投資案件は上半期実績を掲載

情報
通信関連

自動車関連

航空宇宙
関連

研究開発（59件）
特定基盤技術

「産業振興・雇用対策特別委員会」
において、
「新
あいち創造研究開発補助金」の活用状況を確
認すると共に、更なる産業支援の充実を提言!!

次世代自動車
航空宇宙
環境・新エネルギー

健康長寿
情報通信
・ロボット

トピックス
公益財団法人あ
公益財団法人あいち産業機構が運用する「ネッ
トあいち産業情報」では、県内
各市町村独自の補助金・助成金を紹介しておりますので、是非ご活用ください。

http://www.aibsc.jp/joho/joseikin/index.html

○○市には
こんな補助制度
があるのね!!

自然災害対策・産業空洞化対策等 県が直面する諸課題について議論
９月議会
主な議案

９月20日〜10月12日の会期で９月定例議会が開催され、大規模補正予算や『愛知県中小企業
振興基本条例』をはじめとする各種条例の制定や改訂など、51議案について審議を行い、満場一
致で全議案を可決承認いたしました。

９月補正予算内容

９月議会
代表質問

９月議会において、
自由民主党・民主党・減税日本一愛知・公明党の全会派が代表質問を行い、民
主党愛知県議員団からは、幹事長の高橋正子議員（一宮市選出・３期）が大村知事に対し、県政運営
に関する諸課題について、
大きくは８項目について知事の考えを質しました。

一般会計総額205.23億円（補正後一般会計予算：２兆2,756億円）

主な質問

Q1-1

今回の補正予算の規模は、
９月補正としては過去10年間で２番目に大きい規模となっており、
１番目は平成21年度のリーマン
ショック後の国の経済対策関連予算を計上したものであったため、実質的には過去10年間で最大の規模となりました。
なお、今回の補正の主な内容としては、国からの国庫支出金を受けて実施する公共事業169億余円であり、引き続き国と連携
しつつ、
防災対策も含めたインフラ整備に努めてまいります。

●公共事業169億余円の主な内訳
事業名

補正額

道路・
街路事業

約108
億円

河川・
海岸事業

約53
億円

内 訳
①新東名高速道路を始めとする高規格幹線道路のアクセス関連路線
（約64億円）
）
②名豊道路（国道23号）
を始めとする直轄国道のアクセス関連路線
（約19億円）
）
③空港・港湾へのアクセス関連道路
（約15億円）
①大地震後の津波遡上区間における防護機能強化
（約18億円）
②大雨による浸水被害多発箇所の整備（約25億円）
③海岸堤防の耐震化（約10億円）

８月末に国が発表した『南海トラフ巨大地震に
よる被害想定』では、最悪の場合の本県死者数は
約２万３千人と予測されていますが、防災対策を
講じる事や早期避難により、死者数を約１万８千
人軽減できるとの見解も示されており、引き続き
防災対策強化に取り組んでまいります。

①『愛知県中小企業振興基本条例』の制定について
我が国の中央に位置する本県の発展は、絶えずモノづくりの技術を革新してきた製造業に携わる人々の努力によるだけでな
く、流通業やサービス業などの様々な業種の企業が相互に支え合い、共に成長してきた結果であり、中小企業はこれらの企業の
事業活動の主たる担い手として、本県の経済
●条例の主な内容
『基本的な施策』
には、
と雇用を支える重要な役割を果してきました。
ア 目的
よって、この様な中小企業の皆さんの役割
イ 基本理念
経営基盤の強化
ウ 県の責務
を再認識すると共に、中小企業の振興を図る
資金供給の円滑化
エ 中小企業者の取り組み等
ため、県として『中小企業振興基本条例』を制
人材の育成や確保に関する支援
オ 基本的な施策
定いたしました。
等が盛り込まれました。

②『薬物の濫用の防止に関する条例』の制定について

Q1-2

Q2-1

名古屋市長との共同マニフェストについて

個人県民税10％減税について

景気の先行きや税収の見通しが一段と不透明になっていたことを考慮し、法人県民税相当分に
ついては
「産業空洞化対策減税基金」
を創設し、産業活性化に取り組んでいるが、個人県民税減
税については今後の県経済と県税収入の動向を踏まえながら、任期中の実現を目指して取り組
んでいく。

Q2-2

中京都構想について

先般成立した大都市地域特別区設置法は、我が国の大都市制度のあり方を変える大きな一歩と
評価しているが、私が考える中京都構想については、大阪都構想と異なり、名古屋市を分割して
特別区を置く考えは持っておらず、愛知・名古屋を合体し、強力で唯一の司令塔のもとで、世界
と闘える大都市圏づくりを目指していきたい。

平成23年度

●主な規制内容

警告及び命令

知事指定薬物の製造、
栽培、販売、
授与、販売・授与の目的での所持（①）
知事指定薬物の販売・授与の目的での広告（②）
条例に規定された禁止行為を行った者に対する警告
①及び②の禁止行為に対する警告に従わない者に対する中止命令

●主な罰則
①の禁止行為に対する中止命令に違反した者

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

①の禁止行為を行った者
②の禁止行為に対する中止命令に違反した者

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

地方譲与税
繰入金
地方消費税
清算金

上記議案の他に、
「自動車諸税の抜本的見直しについての意見書」
をはじめ、
８つの意見書等も採択いたしました。

愛知県一般会計決算

については、税収が前年度決算に比べ220億円余の大幅な減収となったものの、実

地方交付税
その他

質収支は平成22年度に引き続き黒字とする事が出来ました。
しかしながら、その内容は財政調整基金の取崩しや、県債の活用等の出来る限り

2兆2,656億円

諸収入

県税

の歳入確保を行うとともに、歳出面においても行財政改革の推進及び職員給与の抑
制等の臨時的・緊急避難的措置によるものであり、県債残高は前年度決算に比べ

県債

③『愛知県がん対策推進条例』の制定について

▲本県のがん対策の拠点である
愛知県がんセンター中央病院

答弁する大村知事

９月議会において、愛知県の平成23年度決算の報告がなされましたが、一般会計

一般会計・歳入

国庫支出金

「がん」は本県における死亡の最大の原因であり、
また、高齢者だけでなく、子ども・働き盛り
の方など誰もが「がん」
に侵される可能性があるため、県民の生命及び健康にとって重大な問
題となっています。
このため、予防及び早期発見の推進と共に、県民が県内どこに住んでいても等しく、意向を
尊重した最善のがん治療が受けられ、療養生活と職場等との両立ができる社会の実現が今強
く求められています。
従って、今回の『愛知県がん対策推進条例』は、理事者側（愛知県庁）
からの提案ではなく、議
会側の発案による議員提出条例として、会派間の調整を経て制定いたしました。

国政に対する知事のスタンスについて

今の閉塞感を打ち破るためには、全国一律だった国のかたちを根底から覆し、地方が活力と豊
かさを競い合う、そういう形にしていかなければならないと思い、
「 中京維新の会」をはじめ
諸々の政治活動に取り組んでいるところであり、多くの県民から信託をいただいた知事として、
これからも全身全霊を傾けて取り組んで参ります。

代表質問する高橋正子議員

脱法ドラッグによる健康被害や事故が深刻な社会問題となっており、早急に対策を講ずる必要があることから、
『薬物の濫用
の防止に関する条例』
を制定し、禁止薬物の検出に必要な検査機器を整備するとともに、薬物濫用防止の啓発活動を行います。

禁止行為

東日本大震災の災害廃棄物受入れ問題を振り返って

被災地より、災害廃棄物については再生利用に力を入れ処理を進めるとの申し出があり、本県
としての廃棄物受入れを取り止めたが、
この間の皆様の真摯な対応に心から感謝申しあげると
共に、
今後の県政運営についても、県議会や市町村と十分な連携を図りながら進めていきたい。

主な質問

条例の制定について

知事の県政運営について

2,029億円増の４兆8,322億円となりました。

●県民一人当たりの県債残高

一般会計・歳出
農林水産費
総務費

23年度末
その他

警察費
教育費
建設費
2兆2,563億円
産業労働費
健康福祉費
諸支出金
公債費

： 665,296円

24年度末見込 ： 687,971円
（県民7,263,173人

24年３月31日の住民基本台帳人口による）

今後も税収の伸びが期待できない一方で、扶助費や公債費などの義務的経費の
増加が見込まれる事から、歳入歳出両面にわたり、更なる行財政改革を着実に進め
るようチェックしてまいります。

主な活動内容

7月

27

9月

愛知環状鉄道㈱を視察
（地域振興・環境委員会県内調査）

7月

28

愛知県・豊田市総合防災訓練に出席

9月

2

11〜13

豊田おいでんまつり
「おいでんファイナル」
に出席

建設委員会県外調査
（岡山県河口水門ゲート増設工事

8月

愛知県戦没者追悼式に出席

15

9月
他）

14

全トヨタ労働組合連合会
結成40周年記念式典に出席

【民主党愛知県議員団トピックス】

来年度に向けた「施策・予算に対する提言」を知事に提出!!
愛知県の財政状況は、基金残高が枯渇し、且つ、県債残高は9月補正により5兆円を超す非常に厳しい状況にありま
すが、県財政を立て直すと同時に、
『県民の幸せにつながる県政の実現』を目指し、民主党愛知県議員団として
の提言を取りまとめ、9月議会の最終日である10月12日に、大村知事に提出いたしました。
今回の提言では、県が現在推進しよ 提 言 内 容
うとしている施策に対しては一層の効果
提言項目
主な内容
を出す取り組みを求め、新たな発想が
1 行財政改革と地方の自主・自立の推進
財政の健全化と行財政改革の推進など（7項目）
必要な施策に対しては県議団としての
東日本大震災を教訓とした大規模自然災害への対応など（7項目）
考えを述べ、大きく8項目・小項目とし 2 安心して安全に暮らせる愛知づくり
3 産業振興と人材育成及び雇用創出の推進 『あいち産業労働ビジョン』
の推進による雇用創出など（４項目）
て38項目に絞り込みを行いました。
4 環境先進県としての持続可能な社会の構築

再生可能エネルギーの導入促進など（2項目）

5 医療・福祉・介護の充実

医師不足解消・自殺防止対策など（５項目）

6 ゆきとどいた教育と子育て支援

待機児童対策やイジメ・不登校対策など（５項目）

7 国際競争力強化と地域活性化

中部国際空港の需要拡大や港湾整備など
（4項目）

8 愛知の特色を生かした農林水産業の推進 『あいち森と緑づくり税』
の評価・検証など（４項目）

▲民主党愛知県議員団政務調査会での提言書検討風景

（昨年要望数４９項目に対し、今年度要望数38項目と要望項目を絞り込みました。）

『こたま 義和』
に対するご意見・ご要望をお待ちしております。
また、
ホームページにて日頃の活動内容をタイムリーにご紹介させていただいており
ます。是非一度アクセスしてください。

こたま 豊田市
http://www.kotama.net

検索

