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都市の存続を懸けて
魅力向上と情報発信力強化を提言!!
少子化により、2040年に全国のほぼ半数の市町村が消滅する可能性があると
いう驚愕の結果発表が、民間有識者からなる日本創成会議より本年5月にありま
した。
この調査結果は、
ワーク・ライフ・バランスの推進など、少子化対策を早急に執
り行わなければならないという事を突き付けていると同時に、人口減少社会に
おける都市の存続を懸けて、如何にして人・モノ・情報を集積すべきかという点
も、重要課題の一つとして改めて提起されたと考えます。
従って、6月議会一般質問において、県の広報戦略に関する質問を行わせてい
ただきましたが、今後も引き続き、愛知県の魅力向上・情報発信力強化等に取り
組んでまいりますので、皆様の変わらぬご支援・ご指導をお願い申しあげます。

【愛知県政トピックス】

『あいちビジョン2020』が策定される!!

中京大都市圏づくりに向けて

グローバル経済の進展や新興国の台頭などによ
り、世界規模での大都市圏間競争がますます激しさ
を増し、更に我が国が本格的な人口減少・高齢社会
に突入する中にあって、高いポテンシャルを持つ大
都市圏が日本全体の発展をリードし、世界との競争
に打ち勝っていかなければなりません。
そうした中で、2027年度に予定されているリニア
中央新幹線の東京−名古屋間の開業は、わが国の大
都市圏構造を変える大変インパクトの大きなもので
あり、愛知が大きく飛躍するためには、これを最大
限生かしていく必要があります。
従って、リニアの開業によって生まれる大交流圏
の中で、産業の革新・創造拠点としての役割を担い

中京大都市圏のイメージ
リニア開業による時間短縮効果を
広域的に波及させ、最大限に活用
するため、豊田市をはじめ、名古
屋駅を中心とした40分交通圏の
拡大にも取り組んでまいります。
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地域資源の磨き上げ・情報発信

（2025）

愛知の国際的な
ブランドイメージが確立

2030 （年度）

（2027）
中部国際空港の機能強化
（完全24時間化）

ソフト面の対応
（企業誘致、都市機能の充実等）

ハード面の対応
（名古屋駅周辺整備、交通基盤整備等）
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広域交通ネット
（2018） ワーク概成
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東海環状西回り
開通

新名神︵四日市・亀山︶開通

名古屋環状2号線
西南部・南部開通

新東名
︵浜松いなさ・豊田東︶開通

リニア中央新幹線

大都市圏づくり

（着工）

リニア大交流圏の西の
拠点として、求心力を発揮

さらなるイメージ向上
来訪者の拡大

（2020）
愛知らしい
イベント等

リニア開業に向けた魅力
発信、観光客誘致

首都圏

40分交通圏

東京・名古屋開業

2020

北陸圏

5千万人リニア
中京大都市圏 大交流圏

関西圏

愛知県の中長期展望
2015

リニア中央新幹線
東海道新幹線
名古屋
中京大都市圏内
の主要都市

愛知らしい
イベント等

5千万人リニア大交流圏の中で
一大産業拠点として存在感を発揮

ながら、国内外から人、モノ、カネ、情報
を呼び込む存在感ある中京大都市圏づくり
に向けて、中長期的な観点から愛知の進む
べき方向性を明らかにすべく、「あいちビ
ジョン2020」が策定されましたので、議
会等を通じて進捗状況をチェックしてまいり
ます。

『中京大都市圏づくりに向けた愛知県と
しての広報戦略』に関する一般質問を6月
議会本会議にて行いました。
詳細については3頁に掲載させていた
だきましたので、そちらをご参照ください。

平成26年6月定例愛知県議会
主な議案

愛知県の抱える諸課題について議論を深める!!

6月18日から7月7日の会期で6月定例議会が開催され、愛知県県税条例の一部改正や、燃料
電池自動車普及・水素ステーション設置促進に向けた県庁敷地内での移動式水素ステーション設
置等に関する補正予算を始め15議案を審議し、満場一致で全議案を可決承認いたしました。

一般質問

6月議会・本会議において、14名の議員が一般質問のために登壇し、県政に関する諸課題につ
いて質問を行いましたが、私も自身4度目となる一般質問を行い、
「 中京大都市圏づくりに向けた
愛知県としての広報戦略」
について、県の取り組みを質しました。

質問テーマ 『中京大都市圏づくりに向けた愛知県としての広報戦略』
について

愛知県県税条例の一部改正
平成26年度税制改正における地方法人課税の偏在是正措置として、法人住民税法人税割の標準税率が都道府県分については
5％から3．2％に、市町村分については12．3％から9．7％に引き下げられるとともに、当該引き下げ分相当について地方法人税が
国税として創設され、地方交付税の原資とすることとされた事などを受け、愛知県県税条例の一部を改正しました。
改正概要

愛知県への影響額

（平成24年度決算ベース）

標準税率引き下げに伴い、本県の法人県民税法人税
割の税率を引き下げるとともに、超過税率については
5.8％から4.0％に引き下げを行う

法人
県民税

法人県民税引き下げに伴う国の対応

△147億円
注

？？？

法人県民税の税率引き下げ分に相当する規模で、国税
として地方法人税が新たに創設され、地方交付税原資
として繰り入れられる予定

法人
事業税

地方法人特別税（国税）の規模が3分の1縮小されて
法人事業税に復元されたことにより、法人事業税の標
準税率が0.7％〜5.3％から0.9％〜6.7％に引き上げ

396億円

法人事業税引き上げに伴う国の対応

合

計

国による財源の召し上げ

一般質問風景

主な質問1『更なる産業集積』
に向けて
県ではこれまで、昨年5月に策定した「愛知・名
産業労働部長
答 弁
古屋産業立地推進プラン」に基づき、首都圏企業

産業の革新・
創造拠点の
イメージ

リニア大交流圏

首都圏の高度な都市機能やサービス業との連携

中部大都市圏

モノづくり産業のグローバル中枢性の向上

立地環境

に対し知事自ら「産業空洞化対策減税基金」など各種優遇制度や当
注

？？？

注：現時点では、国の税制改正が本県の税収・財政運営に影響を及ぼす平成27年度の地方
財政対策の規模や地方交付税制度を見通すことができないため、具体的に試算するこ
とができない。

代表質問

グローバル経済の進展により、世界
規模での大都市圏競争が厳しさを増
す中、
リニア開業によって生まれる大交
流圏の中で、産業の革新・創造拠点とし
ての役割を担いながら、国内外の人、モノ、
カネ、情報を呼び込む存在感ある中京大都市圏づくりが急務な課題。
そのためにも、愛知の魅力を高めると共に、国内外への情報発信力
強化が必要であるため、産業集積・農産物を含む愛知ブランド・観光に
関するこれまでの情報発信の在り方を確認するとともに、中京大都市
圏づくりに向けた今後の広報戦略について質問する。

愛知県16位

平成26年度与党税制改正大綱では、消費
税率10％段階においては、法人県民税の一
部国税化（地方交付税原資化）をさらに進め
ると共に、他の偏在是正措置の導入に向けて
も幅広く検討を行う事とされましたが、これ
は地方分権化の流れに逆行するものであり、
到底受け入れる事はできないため、引き続き
国に対し異議を申し立てて参ります。

△322億円

法人事業税の引き上げに伴い、国からの地方法人特別
譲与税については3分の1相当の減収が見込まれる

質問の背景
質問の背景

6月議会において、自由民主党・民主党・減税日本一愛知の3会派が代表質問を行い、民主党愛
知県議員団からは、総務会長の西久保ながし議員（岡崎市選出・1期）が登壇し、県政運営に関する
諸課題について大村知事の考えを質しました。

主な質問 『第3次地震対策アクションプラン』
の策定について
今回の被害予測調査でお示しした2つの地震モデルのうち、
「 過去地震最大モ
大村知事
「 第3次アク
答 弁 デル」については、過去に発生した地震をベースにしたものであり、

ションプラン」
においては、
この地震モデルで想定した人的被害や建物被害等をできる限り軽減
していく取り組みを盛り込んでいく予定である。
一方、
「 理論上最大想定モデル」については、あらゆる可能性を考慮したものであり、千年に
一度あるいはそれよりもっと発生頻度が低いものであると考えているが、
「 命を守る」
という観
点から、
この地震モデルに基づく浸水想定域を踏まえて、津波避難ビルなどの整備支援や広域
代表質問する西久保議員
的な避難対策などを盛り込んでいく予定である。
なお、い ずれの モデ ルに
南海トラフ巨大地震による愛知県内の被害予測
おいても、ゼロメートル地帯
愛知県独自による被害予測
を中心に浸水域が広がると
国による
いう想定となったことから、
理論上最大
過去地震
最大想定
本年中に策定する「第3次ア
想定モデル
最大モデル
クションプラン」
においては、
死者数
約6,400人 約29,000人 約23,000人
本県を浸水・津波から守るた
めに、ハード＆ソフト対策を
内、建物倒壊 約2,400人 約14,000人 約15,000人
効果的に組み合わせた取り
内、津波被害 約3,900人 約13,000人 約 6,400人
答弁する大村知事
組みを盛り込んでいきたい。

地の優れた立地環境をPRする「産業立地セミナー」を開催する等し
て、産業集積に努めてきた。

グローバルな
成長市場への展開

今後とも、このプランに沿って、県内市町村と連携を図りつつ、各

技術

産業の
革新・創造

人材

企業・人材の獲得

グローバルな
生産ネットワーク
の構築

種優遇制度に加え、ビジネスパートナーとなる企業の集積、充実した
交通インフラ・研究施設、豊富な人材など、本県の総合的な優位性を
国内外に向けて様々な機会を通じてPRし、更なる産業集積に努めて
いく。

主な質問2『農産物の販路拡大』
に向けて
本県は全国でも第6位の産出額を誇る農業県であるとともに、743万人を超える人
農林水産部長
答 弁
口を擁する大消費地でもあり、更には首都圏への交通アクセスも良いなどの強みを
持っており、
これらの強みを活かして愛知の農産物の消費拡大や販路拡大に取り組むことが重要と考える。
このため、本県独自の地産地消の取り組みである
「いいともあいち運動」を展開し、県内消費拡大や販
路開拓に取り組むと同時に、国内外に対しては、知事トップセールスをはじめ販売促進会や商談会を今後
も行い、販路開拓に努めていく。

主な質問3『更なる情報発信力強化』
に向けて
大村知事
世界の中で存在感を発揮できる中京大都市圏づくりを目指
答 弁 し、この地域の強みをさらに伸ばし、その総合的な優位性を私

都道府県別
アクセス件数

第4位

（平成24年度）

愛知県

自身が先頭に立ち、様々な機会を捉えて国内外に発信してまいりたいと考えている。
また、私はインターネットによる情報発信も重視しており、知事就任後直ちに愛知県のホーム
ページ改修に着手し、コンテンツの充実に努めているが、今後も更に工夫を凝らし、県ホーム
ページによる情報発信の充実にも取り組んで行く。

更なる魅力向上・情報発信力強化に向けて、引き続き提言してまいります。
（by樹神）

民主党愛知県議員団ピックス

あいち民主『政策index2014』
を作成しました!!

私の所属しております民主党愛知県議員団では、知事に対し
毎年『予算・政策要望』を取りまとめ提案するなどして、政策
実現に努めてまいりました。
今回作成した『政策index2014』は、これまでの提案内容
を集約するとともに、5兆円を超える県債残高の償還負担や老
朽化した社会インフラの更新コスト、更には子育て・介護医療等
の社会保障サービスに係るコスト負担など、本県の抱える諸課
題に対する考えをまとめたものとなっております。
今後は、
『政策index2014』に掲げた内容を更に精査し、重
要度や優先度に基づき、団としての活動に反映してまいりますの
▲愛知県政諸課題に対する民主党愛知県議員団としての
考えをまとめた『政策index2014』

で、多くの皆様からのご意見をお待ちしております。

『政策index2014』では、議会改革や地域振興・健康福祉のなど9分野98項
目に及ぶ政策をピックアップいたしましたが、県が策定した『あいちビジョン
2020』
をはじめ各諸施策との比較を行いつつ、魅力あふれる 愛知 の実現に
向けて、民主党愛知県議員団として政策実現に取り組んでまいります。

主な活動内容

2014.4〜7

25日

4月

とよたEcoful Townグランド
オープニングセレモニーに出席

17日

6月

豊田市消防団操法大会に出席

6月

1日

5月

愛知県植樹祭に出席

ふるもと伸一郎と語る会に出席
14日 （ゲストは蓮舫参議院議員）

『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

5月

豊田市ハンドボール協会総会に出席
（協会顧問を拝命しました。）

7月

ラグビーワールドカップ2019
豊田市招致委員会設立総会に出席
（委員会顧問を拝命しました。）

24日

3日

Facebookでは
更に詳細な
活動報告をさせて
いただいておりますので、
是非フォローを
お願いします。

