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6年ぶりに
県税収入が1兆円を突破!!
2月議会で成立した平成26年度一般会計予算では、歳入面においては、
ようやく明るい兆しが見えてきた経済情勢のもとで、
リーマン・ショック以
降6年ぶりに県税収入が1兆円を超えるものの、歳出面においては少子高
齢化に伴う社会保障費が確実に増加しており、依然として厳しい財政運営
を余儀なくされております。
従って、引き続き行財政改革と産業振興に努め、先ずは自主財源を確保
する事によって、社会保障や防災対策等の充実に取り組み、誰もが魅力を
実感できる愛知づくりに向けて頑張ってまいりますので、変わらぬご支援・
ご指導をお願い申しあげます。
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【平成26年度 愛知県一般会計予算】

更なる自主財源確保が急務の課題!!
一般会計予算

歳入

2兆3,619億円（対前年度6.0％の増）

収支不足を前年度からの財源調整で賄う!!

県税収入は、リーマン・ショック以降6年ぶりに1兆円超を見込むものの、
それでも予算編成当初に約900億円の収支不足が見込まれた事から、平
成25年度事業の見直し等により、前年
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借金体質からの脱却が急務の課題。

歳出

国庫支出金
1,968億円
県債
3,114億円

予算内容の詳細については、次頁以降をご参照ください。

依存
財源

歳入

県税
1兆915億円

自主
財源

2兆3,619億円
その他
2,279億円
繰入金
1,336億円

税収増に伴い、一般職員の給与抑制は解除!!

義務的経費は、平成21年度以降5年連続で臨時的・緊急避難的に続け
てきた人件費抑制を解除する事や、少子高齢化に伴う扶助費の増、更に
は公債費の高止まり等から、対前年度で約165億円の増。
投資的経費については、国庫補助金を活用して防災・減災対策等に重
点的に取り組むほか、県単独事業としても、安心・安全につながるような
社会基盤整備を積極的に進める事から、対前年度約1割増の243億円の増。
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401億円
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人件費
6,901億円
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義務的
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2兆3,619億円
投資的
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単独事業
公債費
994億円 公共事業
1,493億円 3,701億円
災害復旧事業
10億円

扶助費
2,355億円

愛知県議会2月定例会
2月議会知事提案
説明要旨（抜粋）

活力と持続力を持つ大都市圏『 愛知 』を目指して!!

2月19日から3月25日の会期で2月定例議会が開催され、議会冒頭に大村知事より、
平成26年度愛知県一般会計予算（案）
をはじめ、提出議案に対する説明がありました。

2月定例議会の開会にあたって

平成26年度の予算編成にあたって

財政状況を改善していくには、喫緊の課題への対応だけではなく、愛知の将来を
展望した地域づくりを進めていくことも重要である。
2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されるが、
この時期には愛知を取り巻く広域道路ネットワークもほぼ
完成し、7年後の2027年にはリニア中央新幹線の東京〜名古屋の開業も予定されており、
リニア開業により誕生する5千
万人に及ぶ大交流圏の西の拠点として、国内外から人・モノ・カネ・情報をひきつける中
京大都市圏づくりを進めていく必要がある。
一方、今後の人口減少社会を見据えると、
「若者が前向きにチャレンジできる社会」
「希
望する人が家庭や子どもを持ち、女性が元気に働き続けられる社会」
「高齢者にも能力を
発揮でき、健康で安心して地域で暮らすことの出来る社会」など、安心安全で誰もが夢と
希望を持って活躍できる社会を実現していくことも肝要となる。
こうした将来展望を踏まえ、
リニアインパクトを最大限に活用し、愛知の強みである産
業・経済を更に発展させ、県民の皆様が暮らしの豊かさを実感できるような社会の実現
提案説明を行う大村知事
に向け、

★中京大都市圏づくり
★日本の成長をリードする産業の革新・創造拠点づくり
★安心安全で誰もが活躍する社会づくり
の3点を重点施策として取り組むこととした。

平成26年度当初予算における主要事業
中京大都市圏づくり
★リニア時代の鉄道ネットワークの充実・強化に関する方策案の
取りまとめ
★「持続可能な開発のための教育（ESD）
に関する
ユネスコ世界会議」開催支援
★タイ・バンコクに海外産業情報センターを
設置
等

安心安全で誰もが活躍する社会づくり
★子育て支援減税手当（1万円／人）の給付
★障害者福祉減税基金（30億円／年の積立）の活用
★病児・病後児保育の拡充に向けたモデル事業の実施
★小児3次救急施設の整備
★不特定多数が利用する大規模建築物等の
耐震改修支援
等

今回の2月定例議会では、民主党はじめ全会派が代表質問を行い、民主党愛知県議員団からは団
長の仲敬助議員（安城市選出・3期）が大村知事に対し、県政全般に関する知事の考えを質しました。

主な質問１ 財政健全化に向けた取り組みについて

知事就任以来3年間、
「日本一元気な愛知」の実現を目指し、県民生活や本県経
済に大きな影響を及ぼす喫緊の課題に対しスピード感をもって対応してきた。
今後も産業経済対策を強力に推し進めるとともに、地域の発展の礎となる人づく
りや県民のくらしの安心・安全の支えとなる福祉・医療などに対し、全力で取り組ん
でいきたい。
知事提案説明風景

２月議会
代表質問

平成20年秋以降の世界的な経済危機により、県税収入が急
激かつ大幅に減少し、県としては「第五次行革大綱」及び「重点
改革プログラム」
を策定するなどして行財政改革を進めてきた。
その結果、通常の県債残高を平成21年度決算時点よりも減少させるという
目標について達成することができたが、今後も着実かつ計画的に行財政改革を
進めることができるよう、26年度策定予定の次期行革大綱を通じて、健全で持
続可能な財政基盤の確立に向けた取り組みについて、中期的な視点に立ちなが
ら検討していきたい。

知事答弁

主な質問2 県内産業の革新・創造に向けて
アジアを始めとした新興国の経済成長や世界的な人口増加により、国境を越えたサプライチェーンがこ
れまで以上に形成されていくものと想定されるが、本地域をモノづくりの中枢として高めていけるかが重
要な課題であると認識している。
こうした認識に基づき、本県の基幹産業である自動車産業については、次世代自動車の普及や水素ステーション等の整
備を一層推進するとともに、自動車安全に係る技術開
発や販路開拓を支援していく。
また、自動車産業以外の分野については、航空宇宙産
業については「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形
成特区」の区域拡大や中核的なプロジェクトである民
間航空機の生産・整備拠点の整備を進めると共に、健康
長寿産業についても、県内モノづくり企業の技術を活か
した「医療機器分野」
「福祉用具分野」
「次世代ロボット分
国産初ジェット旅客機として開発中のMRJ
野」への参入支援を行っていく。

知事答弁

本会議
議案質疑

2月定例議会・本会議において、平成26年度予算案をはじめ各上程議案について、延べ66名の
議員が議案質疑に立ち、私も
『県内交通ネットワークの充実』
についての考えを質すとともに、更なる
取り組み強化を要望しました。

日本の成長をリードする産業の革新・創造拠点づくり

国においては、昨年12月に『交通政策基本法』が成
立をし、地域経済の活性化や環境への負荷の低減等の
観点から、交通に関する施策が総合的かつ計画的に今後推進されると
思われるが、2027年のリニア中央新幹線開業を踏まえ、本県におけ
る交通ネットワークの充実とどう連動させるつもりか？

主な質問

★技能五輪・アビリンピックあいち大会の開催
★産業空洞化対策減税基金（50億円／年の積立）
の活用
★「アジア№1航空宇宙産業クラスター形成特区」
の推進
★豊田・岡崎地区研究開発施設用造成事業の推進

等

『交通政策基本法』の成立を受け、国は補助金
や道路運送法上の特例を一層充実させるととも
に、市町村が作成することができる地域公共交通の「連携計画」の策定主体に
都道府県を追加する方向で検討されており、県としても大いに注目している所
である。
具体的な事は今後示されると思われるが、県としては国の動向を注視しつつ
情報収集に努め、地域公共交通としての「鉄道」や「バス」の確保維持だけでは
なく、
「リニアインパクト検討調査」の結果を活用した鉄道ネットワークの充実
強化などについても、新たな国の制度を活用できないかなどを研究していく。

地域振興部長 答弁

その他主要事業
★次世代自動車の普及や水素ステーション（2015年度末に県内
20基へ）などインフラ整備の推進
★電気自動車・PHV車に対する本県独自の「エコカー免税」制度
の3年間延長
★リニモを運営する愛知高速交通㈱への支援
★私立学校の振興と父母負担軽減のための
補助の拡充
等

代表質問する仲敬助議員

議席からの議案質疑風景

愛知県政トピックス

平成26年度

県内 2 大イベントのご紹介
Education for Sustainable Development
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ESDユネスコ世界会議あいち・なごや
ESD：持続可能な開発のための教育 とは
環境、貧困、人権、平和、開発といった、現代社会の様々な課題を自ら
の問題として捉え、身近なところから取り組むことにより、それらの課題の解
決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そして、それにより持続可能な社
会を創造していくことを目指す学習や活動のことです。

● ESDユネスコ世界会議の概要
会議名称

持続可能な開発のための教育（ESD）
に関するユネスコ世界会議

平成26年11月10日
（月）
〜12日
（水）
開催日程 （閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合）

※11月13日
（木）
には、
日本国内の関係者によるフォローアップ会合を開催

開催場所

名古屋国際会議場（名古屋市熱田区）

主

ユネスコ
（国際連合教育科学文化機関）
日本政府

催

参 加 者
目

的

国内外からの閣僚級を含む約1,000人規模
「国連持続可能な開発のための教育の10年」の活動を振り返り、
2014年以降の方策についての議論を行う。

▲1月13日に開催された
「ESDイヤー キックオフイベント」開催風景

技能五輪・アビリンピックあいち大会2014
技能五輪・アビリンピック大会 とは

イメージキャラクター

「アイチータ」

技能五輪全国大会は、「特定の技能を身につけた満23歳以下（一部競技
を除く）の若手技能者による技能レベルの日本一を競う大会」であり、全国
アビリンピックは、「満15歳以上の障害のある方々による技能競技大会」です。
前回の千葉大会では、技能五輪では40職種1,127名の参加、アビリンピックでは
24種目325名の参加のもと、愛知県からは技能五輪に30職種186名の選手、アビリ
ンピックには20種目21名が参加をし、愛知県選手団は9年連続で最優秀技能選手団
賞を獲得しました。

● 大会の概要
区
分
競技日程

技能五輪全国大会

全国アビリンピック

平成26年11月28日
（金）
〜12月1日
（月）

平成26年11月21日
（金）
〜23日
（日）

式典会場

愛知県体育館（名古屋市）

競技会場

名古屋市中小企業振興会館他（県内8市13会場）
名古屋市、豊橋市、岡崎市、
春日井市、
碧南市、刈谷市、小牧市、豊明市

名古屋市国際展示場（名古屋市）

機械組立て、旋盤等41職種

機械CAD、パソコン組立等24種目

競技職種等
参加者数
来場者数
主

催

約3,000人（役員・関係者含む）
約1,500人（役員・関係者含む）
18万人以上（目標）※両大会併せての延べ人数（選手・関係者・見学者等含む）
厚生労働省、愛知県

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構、愛知県

『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

Facebookも
始めました!!
是非、フォローを
お願いします。

