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明けましておめでとうございます。
希望に満ち溢れた新年をお迎えの事と
心からお慶び申しあげます。
自・公政権が復活し一年が経過いたしましたが、
昨年はアベノミクス効果
による円安等により輸出が持ち直し、景気は緩やかな回復を果しました。
この傾向は消費税が引き上がる本年３月末までは持続すると思われます
が、
４月以降の景気は非常に不透明であり、且つ、アベノミクス効果は輸出
産業をはじめとした一部業種や地域に限定的であり、再び格差の拡大が懸
念されております。
従って本年においても、
勤労者・納税者・生活者の視点に立った活動・提言
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。

の
大村知事 とつ
ひ
大公約の

3

愛知県政トピックス

『個人県民税減税』実施 断念 を知事が表明!!

【個人県民税減税に関する直近の動き】
8月23日

知事より個人県民税10％・５％減税案が示される
一律10％減税の場合
一律 5％減税の場合

9月4日

平均減税額
8,300円／年
4,150円／年

初年度影響額
264億円
132億円

民主党愛知県議員団として、知事提案に対し会派見解を提出
【民主党愛知県議員団の見解概要】
一律減税の効果は限定的、
またその財源も不明確であり、原案は容認
できない。
県政の重要課題に財源を使うべき。
（後日、自民党愛知県議員団からも、減税案に対する反対意見が提出される）

9月18日

10月1日

知事より改めて「個人県民税減税の対応方針」が示される

（個人県民税の一律1,000円／年の減税＋「子育て支援減税手当」の創設を提案）

９月議会での条例案提出を見送る旨を知事が表明

事実上、減税自体の実施を断念!!

11月14日

減税案の12月議会への提出断念を知事が表明

（子育て支援減税手当の創設に加え、障害者福祉減税基金の創設を新たに提案）
減税手法等

初年度影響額

初年度影響額

児童手当に定額10,000円／年を
100億円
上積
（児童手当同様に所得制限有り）
重度の心身障害児が入所する施設を
障害者福祉減税基金
30億円
整備するための基金を創設
子育て支援減税手当

計

130億円

12月2日 12月定例議会 開会（改めて減税 断念 を知事が表明）

9月議会から持越しとなった『個人県民税減税』
の是非について、11月14日に突如『個人県民
税の一律千円減税案』の12月議会への提出を断
念し、事実上、来年度の『個人県民税減税』を
行わない旨を大村知事が表明しました。
今回の大村知事の判断は、以前から経済効果
等を疑問視していた私ども議会の意見を尊重した
結果であり、知事の決断を評価しております。
また、減税案に代わり
『子育て支援減税手当（総
額100億円）』の創設、及び、『障害者福祉減税
基金（30億円）』の創設という提案がありました
ので、代替案には原則賛成でありますが、手当＆
基金の使い道やその効果等について、来年度予
算案の審議等を通じて、引き続き議論していきた
いと思います。

愛知県議会・平成25年12月定例議会
代表質問

議会改革推進のため『議会基本条例』
を制定!!

12月2日〜19日の会期で12月定例議会が開催され、民主党愛知県議員団・政務調査会長の
小山たすく議員（みよし市選出・2期）
をはじめ公明党を除く3会派が代表質問を行い、県政運営全
般に関する諸課題について知事の考えを質しました。

主な質問１『今後の財政運営』
について

Q 1-1

法人二税の国有化について

国においては、新たに都道府県及び市町村の法人住民税法人税割の一部を国税化し
て、地方交付税原資とすることが検討されている。
このような議論は、受益と負担という税負担の原則に反し、地方分権改革の流れに逆
行するものであるばかりか、地方の企業誘致・地域経済活性化へのインセンティブを損
ない、地方の自主的努力を阻害するものである。
従って、本年10月末に反対の声明を発表し、他の都府県や県内市町村と連携しなが
ら精力的に要請活動を行った。
県議会においても、12月議会の冒頭に同主旨の意見書を議決していただいたが、引
き続き強力なご支援ご指導をお願いしたい。

代表質問する小山たすく議員

Q 1-2

主な質問2 『中京都ホールディングス』
について

愛知県と名古屋市の二重行政について

県と市町村は、様々な分野において重層的に行政を担っており、
とりわけ名古屋
市は中部地域の中核都市として、広域的に影響を及ぼす事業を実施している事から、
効率的・効果的な行政を実施するためには、県と市が密接に連携･協調していくこ
とが大切であると考える。
こうした観点から、本県と名古屋市は、
これまでも中部国際空港整備や愛知万博
開催などに連携して取り組み、
また名古屋港管理組合を設置し港湾行政を県・市一
体となって行うなど、協調的な関係を続けてきた。
並び立つ愛知県庁と名古屋市役所
今後も、中京独立戦略本部のもと、産業活力や都市基盤・防災など、世界と闘える
愛知・名古屋の実現につながる4つの分野について、県・市が一体となって取り組み、相乗効果を引き出していく。

Q 2-2

答弁する大村知事

「中京都ホールディングス」について

今回提案をした「中京都ホールディングス」のポイントは、企業で言えば経営統合を行
い、
ホールディングスが経営方針をつくり、傘下のグループ企業がその経営方針のもと
に、役割分担をして力を発揮するという点にある。
従って、ホールディングスが司令塔となり、県・名古屋市の企画調整・ビジョンや行財
政改革、更には危機管理や観光・イベント・国際戦略など、共同で対応すべき分野は
ホールディングスが直轄で対応し、県・名古屋市はその示す方針に沿って、それぞれの
強み・役割を発揮していく事が望ましい姿と考える。
このような考え方の元で、中京都構想の狙いとする、世界レベルの都市間競争に打ち
勝ち、愛知・名古屋が成長エンジンとなって、我が国を引っ張っていく、強い大都市圏の
実現を目指していきたい。

昨年1月より策定検討会議で議論を進めてきた『愛知県議会基本条例』の制定や、9月議会から
継続審議となっていた『平成24年度決算』
を含む全ての議案と、
『地方法人課税の見直しについて
意見書』
を含む9つの意見書について、慎重審議の結果、満場一致で可決承認いたしました。

主な議案 『愛知県議会基本条例』
の制定について
民主党愛知県議員団では、平成24年度に
『議会改革
調査研究会』を立ち上げ、議会基本条例の制定を含む、
議会改革の推進について議論を行ってまいりました。
また、愛知県議会でも、私ども民主党愛知県議員団か
らの呼び掛けにより、議会基本条例の制定気運が高まり、
超党派による策定検討会議が昨年1月に設置され、ほ
ぼ1年を掛けて条例に盛り込むべき内容等について議
論してまいりましたが、
この度、
ようやく各会派の意見が
まとまり、条例を制定する事が出来ました。

樹神

策定検討会議の開催風景

議会関係例規の体系図

県税収入の見通しについて

法人二税に影響を及ぼす企業収益の大幅な増益が見込まれるものの、新興国経済の
減速や為替相場などの懸念材料もあり、主要企業に対する聴き取り調査の結果や税制改正の影響などを踏まえ、収入見込みを固め
ていきたいと考えている。
また、県税収入の見込み以外にも、地方法人課税の見直しの行方、消費税率の引上げに伴う歳入歳出における影響や地方財政措
置の状況を慎重に見極めていく必要があると同時に、扶助費や公債費などの義務的経費の増加に対しても、
しっかりと対応していく
必要がある。
このため、予算編成に当たっては、第五次行革大綱や重点改革プログラムに基づき、歳入歳出全般にわたる行財政改革の取り組み
を着実に進め、財政の健全化を図っていきたい。

Q 2-1

議案 等

国

愛知県

「愛知県議会基本条例」は、議会・議員の在り方を県民に対し宣言
するもので、知事と独立対等な機関として、議会運営の基本的事項
を定める事により、県民の負託に応え、県民福祉の向上及び県勢発
展に寄与することを目的しております。
なお、条例策定過程において課題として掲げられた

①
②
③
④
⑤

通年議会等の会期設定の在り方
本会議における質問方法（一問一答方式の導入など）
特別委員会の運営の在り方
議員・会派の賛否の公表
広報広聴活動の充実の具体的手段
等

については、継続して議論していく事が確認されました。

主な意見書 『地方法人課税の見直しについての意見書』について
平成20年度税制改正において、地域間の財政力格差是正を名目
に法人事業税の一部が国税化され、地方法人特別税及び地方法人特
別譲与税が創設されましたが、その結果、愛知県は5年間で約800億
円の減収を余儀なくされており、
この異例の措置に対し本県は導入時
から強く反対してきました。
また、国においては法人事業税を用いた偏在是正制度を容認した
まま、都道府県及び市町村の法人住民税法人税割の一部を国税化し
て、交付税原資とする事が検討されており、
こうした議論は受益と負
担という税負担の原則に反し、地方分権の流れに逆行するものであり、
到底受け入れることは出来ません。
従って、愛知県議会は次の2項目を決議し、内閣総理大臣をはじめ
関係者各位に意見書を提出いたしました。

地方法人課税の見直しが行われた場合の
減収をきたす可能性が高い市町村リスト
豊 田 市

みよし市

刈 谷 市

安 城 市

碧 南 市

大 府 市

東 海 市

長久手市

小 牧 市

大 口 町

豊 山 町

幸 田 町

飛 島 村

（県内普通交付税不交付団体）

1. 法人事業税の暫定措置を平成26年度税制改正において確実に廃止し、地方税として復元すること
2. 法人住民税法人税割の国税化を行わないこと
12月12日に決定された来年度税制改正大綱では、法人事業税を用いた偏在是正制度は消費税率が10％
になるまでに段階的に廃止する事が盛り込まれたものの、県議会として意見書を提出したにも係わらず、法人
住民税については残念ながら一部国税化が決定いたしましたが、地方分権改革の流れに逆行するものであり、
断固反対を引き続き国に申し入れてまいります。

愛知県議会ピックス

政務調査費 不正受給問題を受けて、制度運用の見直しに着手!!

私ども愛知県議会議員は、地方自治法等に基づき、議員の
調査研究や事務所運営等に資するため必要な経費の一部とし
て、議員報酬とは別に政務調査費（今年度より政務活動費に
名称変更し、適用範囲も一部拡大）として月額50万円が交付
されております。
これまで領収書の全面公開等、政務調査費の厳格運用に努
めてまいりましたが、秘書給与の水増し請求や支払ってもい
ない会費の請求、更には交通費の水増しなど、立て続けに不
正受給を行っていた議員がいる事が発覚し、内2名は辞職い
たしました。
議会として、世間をお騒がせした事に深くお詫び申しあげ
ますと共に、二度とこの様な事が起きないよう、運用制度の
見直しに着手いたしました。

▲政務調査費不正受給問題が発覚した愛知県議会

更なる運用制度の見直しを図ってまいりますが、当面の対応として

①各種会合の会費については、領収書が無い場合は支給対象としない
②県内移動を除き、公共交通機関利用の際は領収書提出を義務づける

当然と言えば当然ですが、以上２点を決定いたしました。

主な活動内容

2013.10〜12

10月 国道153号豊田北バイパス

11月

19日

起工式に出席

10日

11月

名古屋高速全線開通式典に出席

11月

23日

みよし市長選挙出発式に出席
（小野田賢治氏が初当選）

24〜26日

産業振興・雇用対策特別委員会にて、
『あいちフェアin香港』等に出席

『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

11月

豊田マラソン大会開会式に出席

12月

高岡ふれあいバス新車発表会に
出席

17日

14日

Facebookも
始めました!!

